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2906111月2日 晴 良 （26福島3）第6日 第1競走 ��
��1，700�サラブレッド系2歳

発走9時50分 （ダート・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
1：46．3
1：45．6

稍重
不良

815 クロフネビームス 牝2芦 54 的場 勇人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 462＋ 41：47．7 14．6�
814 ライムチェイサー 牡2鹿 55 勝浦 正樹杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 466＋ 41：48．55 2．7�
23 アルノルフィーニ 牡2鹿 55 西田雄一郎�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 山際セントラルスタッド 432± 0 〃 クビ 8．6�
713 バ ニ ス タ ー 牡2青鹿 55

52 ▲小崎 綾也村上 憲政氏 本田 優 新冠 守矢牧場 504－ 41：48．7� 4．1�
46 スカーレットデビル 牡2鹿 55 丹内 祐次片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 482± 01：48．91� 29．0�
712 ビレッジカリビアン 牡2黒鹿55 丸山 元気村山 輝雄氏 高橋 文雅 浦河 上山牧場 494＋141：49．0	 85．1	
611 フライガイザー 牡2黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹簗詰 貴彦氏 本間 忍 新冠 カミイスタット 464＋ 81：49．21� 38．9

610 トーセンアスリート 牡2鹿 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 470＋ 61：49．62	 9．9�
11 ロードトリニティ 牡2鹿 55

52 ▲長岡 禎仁 ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 464－ 6 〃 ハナ 91．4�
35 ハ ヤ イ ガ ナ 牡2栗 55 小坂 忠士三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 信成牧場 472－ 41：50．02	 8．4�
59 
 タ ピ ゴ ン 牡2栗 55 伊藤 工真窪田 康志氏 奥村 武 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

470＋ 81：50．31� 7．4�
34 レジェンドパワー 牡2黒鹿 55

52 ▲伴 啓太西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 424－12 〃 ハナ 147．7�
47 ホワイトトラップ 牡2芦 55 杉原 誠人熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 前田 宗将 418＋ 21：50．4	 300．2�
22 グッドシェパード 牡2黒鹿55 吉田 隼人 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 454＋121：50．93 85．2�
58 テンザリッチ 牡2青 55

52 ▲木幡 初也天白 泰司氏 小西 一男 日高 千葉飯田牧場 462＋181：58．7大差 117．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 15，160，900円 複勝： 23，852，700円 枠連： 7，963，000円
馬連： 35，068，400円 馬単： 19，500，700円 ワイド： 18，627，800円
3連複： 50，341，600円 3連単： 68，685，100円 計： 239，200，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 410円 � 130円 � 200円 枠 連（8－8） 1，990円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，830円 �� 430円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 39，580円

票 数

単勝票数 計 151609 的中 � 8304（7番人気）
複勝票数 計 238527 的中 � 10503（7番人気）� 65213（1番人気）� 29146（3番人気）
枠連票数 計 79630 的中 （8－8） 3098（9番人気）
馬連票数 計 350684 的中 �� 12617（7番人気）
馬単票数 計 195007 的中 �� 2684（26番人気）
ワイド票数 計 186278 的中 �� 5880（13番人気）�� 2434（22番人気）�� 12125（4番人気）
3連複票数 計 503416 的中 ��� 9463（12番人気）
3連単票数 計 686851 的中 ��� 1258（136番人気）

ハロンタイム 7．3―11．1―12．0―12．9―13．1―13．0―12．8―12．5―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．4―30．4―43．3―56．4―1：09．4―1：22．2―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．3
1
3

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

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

クロフネビームス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．13 東京11着

2012．4．12生 牝2芦 母 カレンバレリーナ 母母 シアラスダンサー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 トーセンアスリート号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 テンザリッチ号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンザリッチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月2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） 2頭 ファルブナイト号・ロマンホープ号
（非抽選馬） 1頭 スズカハイヤー号

2906211月2日 晴 良 （26福島3）第6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

35 ショウナンライコウ 牡2鹿 55 勝浦 正樹国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 490＋ 41：09．9 7．8�
612 クリノスイートピー 牝2黒鹿 54

51 ▲原田 和真栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 438－ 4 〃 ハナ 80．2�
611 アンダリューサイト 牝2黒鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 434－ 61：10．21� 62．0�
24 ミスチフウイッチ 牝2黒鹿54 西田雄一郎 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 446＋141：10．3� 83．8�
59 レ ミ ネ ン ス 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹桐谷 茂氏 中野 栄治 新ひだか 原 フアーム 456± 01：10．61� 50．4�
714 ドナソレイユ 牝2鹿 54 丸山 元気山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 434－ 2 〃 クビ 1．8	
23 ベ ニ イ モ ン 牝2鹿 54 二本柳 壮井門 敏雄氏 南田美知雄 日高 坂 牧場 438＋ 41：10．7クビ 33．9

12 キリシマツバサ 牡2黒鹿55 丸田 恭介土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 462－ 41：10．8� 76．8�
48 カナラズカナラズ 牝2鹿 54

51 ▲小崎 綾也小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 436＋ 61：10．9� 50．6�
510 カインドネス 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 446－10 〃 クビ 27．8

11 ペネトレイト 牝2鹿 54 宮崎 北斗青山 英昭氏 和田 雄二 日高 新井 昭二 402± 0 〃 アタマ 18．6�
816 グランデコマンド 牡2鹿 55

53 △松若 風馬 �グランデオーナーズ 高橋 康之 鹿児島 吉永ファーム 476＋14 〃 アタマ 4．7�
36 グッドピアス 牝2栗 54 津村 明秀杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム 410－ 41：11．11 10．8�
815 レンズフルパワー 牡2鹿 55 小坂 忠士田畑 富子氏 境 直行 浦河 宮内牧場 496＋ 21：11．31� 33．6�
47 ヘ ッ ト ロ ー 牡2青鹿55 杉原 誠人�谷川牧場 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 478＋ 6 〃 クビ 28．3�
713 アイファーコジーン 牡2芦 55 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 452＋ 61：12．15 222．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，103，800円 複勝： 19，243，200円 枠連： 9，300，100円
馬連： 24，784，900円 馬単： 16，739，000円 ワイド： 14，660，900円
3連複： 33，187，000円 3連単： 47，633，400円 計： 179，652，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 230円 � 2，460円 � 1，410円 枠 連（3－6） 5，760円

馬 連 �� 26，640円 馬 単 �� 39，980円

ワ イ ド �� 4，690円 �� 3，300円 �� 26，000円

3 連 複 ��� 169，320円 3 連 単 ��� 1，190，830円

票 数

単勝票数 計 141038 的中 � 14293（3番人気）
複勝票数 計 192432 的中 � 27103（2番人気）� 1789（15番人気）� 3212（13番人気）
枠連票数 計 93001 的中 （3－6） 1250（17番人気）
馬連票数 計 247849 的中 �� 721（56番人気）
馬単票数 計 167390 的中 �� 314（91番人気）
ワイド票数 計 146609 的中 �� 808（45番人気）�� 1156（31番人気）�� 144（107番人気）
3連複票数 計 331870 的中 ��� 147（281番人気）
3連単票数 計 476334 的中 ��� 29（1746番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．0―11．3―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．3―45．6―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンライコウ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Dynaformer デビュー 2014．6．29 東京4着

2012．3．7生 牡2鹿 母 ジュアンレパン 母母 Mulrainy 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走状況〕 アイファーコジーン号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 クリノスイートピー号の騎手原田和真は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）
〔調教再審査〕 アイファーコジーン号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 セイカヒカワザカ号・ダンツアリーナ号

第３回 福島競馬 第６日



2906311月2日 晴 良 （26福島3）第6日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走10時40分 （ダート・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
1：43．3
1：41．7

良
不良

713 エンドレストライ 牝3黒鹿53 丸山 元気飯田 正剛氏 清水 英克 新ひだか 千代田牧場 472－ 41：47．6 15．7�
815 ラクリモーサ 牝5青鹿55 勝浦 正樹 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 442－ 21：47．81� 4．9�
814 ヒ ム カ 牝3栗 53 吉田 隼人�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 502± 01：48．01� 13．9�
46 ウインクルキラリ 牝4栗 55

53 △岩崎 翼塚本 能交氏 高橋 亮 新ひだか 安田 豊重 472－ 41：48．1� 6．7�
35 ディオーサシチー 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 474＋ 6 〃 ハナ 16．7�
611 ナムラキッス 牝3黒鹿53 松田 大作奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 林 時春 470－101：48．2� 11．6	
712 ドリームティアラ 牝3栗 53

50 ▲小崎 綾也吉田 和子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 518± 01：48．41 4．3

34 レッドクラリス 牝3栗 53

51 △松若 風馬 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 クビ 8．3�
58 アイヅラブリー 牝3鹿 53 杉原 誠人真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 454－ 41：48．5� 22．7�
59 レイズアセイル 牝3栗 53 黛 弘人 �グリーンファーム奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B460＋ 81：48．82 59．4
22 フィールドメジャー 牝4栗 55 丸田 恭介地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 444－ 21：49．01� 7．3�
23 ピッツネイル 牝3芦 53 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか カントリー牧場 508＋ 21：49．53 19．7�
47 ユキノビリーブ 牝3黒鹿 53

50 ▲長岡 禎仁井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 452± 01：49．81� 137．5�
11 	 バースデイパーティ 牝4鹿 55 津村 明秀ディアレスト 高市 圭二 様似 富田 恭司 458＋121：50．97 84．9�
610 コロナプリンセス 牝3栗 53 二本柳 壮鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 信岡牧場 456－ 41：51．11 205．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，030，800円 複勝： 27，207，900円 枠連： 10，264，900円
馬連： 30，056，500円 馬単： 17，456，500円 ワイド： 18，247，900円
3連複： 42，979，300円 3連単： 59，308，100円 計： 223，551，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 520円 � 180円 � 400円 枠 連（7－8） 600円

馬 連 �� 4，030円 馬 単 �� 8，690円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 2，990円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 13，430円 3 連 単 ��� 104，110円

票 数

単勝票数 計 180308 的中 � 9132（8番人気）
複勝票数 計 272079 的中 � 11627（9番人気）� 49170（2番人気）� 16031（6番人気）
枠連票数 計 102649 的中 （7－8） 13154（1番人気）
馬連票数 計 300565 的中 �� 5771（17番人気）
馬単票数 計 174565 的中 �� 1505（37番人気）
ワイド票数 計 182479 的中 �� 3360（17番人気）�� 1531（41番人気）�� 4643（11番人気）
3連複票数 計 429793 的中 ��� 2400（55番人気）
3連単票数 計 593081 的中 ��� 413（422番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―12．6―13．4―12．9―12．0―12．7―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―31．2―44．6―57．5―1：09．5―1：22．2―1：34．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エンドレストライ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2014．5．11 東京3着

2011．5．30生 牝3黒鹿 母 エンドレスガール 母母 タレンテイドガール 6戦2勝 賞金 14，400，000円
〔制裁〕 ヒムカ号の騎手吉田隼人は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金10，000円。

ディオーサシチー号の騎手井上敏樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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。
（非抽選馬） 1頭 メイショウマツシマ号

2906411月2日 晴 良 （26福島3）第6日 第4競走 ��2，770�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時10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

34 マキオボーラー 牡4黒鹿60 平沢 健治猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 浦河 馬道 繁樹 474＋ 63：00．3 4．8�
69 テイエムシシーポス 牡4鹿 60 佐久間寛志竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 486＋ 43：02．1大差 20．3�
22 ブリスコーラ 牡5鹿 60 北沢 伸也山口 正行氏 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 502－143：02．31� 18．8�
33 � パ ス テ ィ 牡5鹿 60 山本 康志坂田 行夫氏 武井 亮 浦河 吉田 又治 450＋ 23：03．15 63．0�
813 テーオーレジェンド 牡5栗 60 西谷 誠小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 506＋ 63：04．48 5．8�
610� ダイメイサンジ 牡5鹿 60 大江原 圭宮本 昇氏 中野 栄治 平取 北島牧場 480－ 93：04．5クビ 107．4�
711 フィールザロマンス 牝4黒鹿58 石神 深一坂田 行夫氏 土田 稔 むかわ 平岡牧場 458－ 23：05．03 25．7	
58 � エスティロックオン 牡3芦 58 高野 和馬島川 
哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 484＋ 63：06．59 162．3�
57 シゲルビゼン 牡3鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 赤石 久夫 482－ 83：08．6大差 24．3�
11 キーアイテム 牡3鹿 58

56 ▲原田 和真北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 454－ 53：10．9大差 111．4
45 � 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± 0 （競走中止） 2．7�
46 エスティリリー 牝3黒鹿56 江田 勇亮島川 
哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 526＋16 （競走中止） 91．8�
712 ダイワズーム 牝5栗 58 横山 義行大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 474＋ 6 （競走中止） 5．3�
814 メイショウライウン 牡3鹿 58 田村 太雅松本 好雄氏 沖 芳夫 日高 日西牧場 440－ 6 （競走中止） 11．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，152，400円 複勝： 16，178，900円 枠連： 9，444，800円
馬連： 23，346，300円 馬単： 16，024，500円 ワイド： 13，181，900円
3連複： 35，485，200円 3連単： 52，294，400円 計： 179，108，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 520円 � 400円 枠 連（3－6） 3，110円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 1，600円 �� 3，160円

3 連 複 ��� 19，770円 3 連 単 ��� 81，880円

票 数

単勝票数 計 131524 的中 � 21734（2番人気）
複勝票数 計 161789 的中 � 26852（2番人気）� 7102（8番人気）� 9795（6番人気）
枠連票数 計 94448 的中 （3－6） 2352（13番人気）
馬連票数 計 233463 的中 �� 5570（14番人気）
馬単票数 計 160245 的中 �� 2115（22番人気）
ワイド票数 計 131819 的中 �� 2454（15番人気）�� 2137（18番人気）�� 1057（33番人気）
3連複票数 計 354852 的中 ��� 1346（60番人気）
3連単票数 計 522944 的中 ��� 463（260番人気）
上り 1マイル 1：44．4 4F 50．1－3F 36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マキオボーラー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．10．1 阪神8着

2010．4．12生 牡4黒鹿 母 パルティシオン 母母 ポーラリヴァール 障害：6戦1勝 賞金 10，900，000円
〔競走中止〕 ダイワズーム号は，2号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

メイショウライウン号は，6号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
エスティリリー号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
アスターコリント号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

※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 グリーティングワン号



2906511月2日 晴 良 （26福島3）第6日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時00分 （芝・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
1：07．0
1：06．5

良
良

59 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± 01：08．6 2．5�

816 サザンライツ 牡3鹿 56 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 池上 昌弘 安平 追分ファーム 502＋ 2 〃 クビ 10．8�
612 ツクバアラモード 牝4栗 55 吉田 隼人細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 B456－101：08．7クビ 18．9�
714 バトルムーングロウ 牝3栗 54

51 ▲小崎 綾也宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 478－ 6 〃 クビ 4．6�
24 アローズグリーム 牡3鹿 56 津村 明秀門野 文典氏 和田 雄二 浦河 日田牧場 502－ 61：08．8� 105．0�
47 ウインネオルーラー 牡3黒鹿56 黛 弘人	ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 492＋121：08．9クビ 7．5

11 アカノジュウロク 牝4鹿 55 宮崎 北斗根本 忠義氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 448－ 41：09．11� 38．4�
815 ショウナンバクフウ 牝3鹿 54 松田 大作国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 大北牧場 446＋ 21：09．2� 14．9�
35 リ シ ェ ス 牝4芦 55

52 ▲原田 和真原 �子氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 442－ 81：09．3� 186．6
12 テイエムシングン 牡4鹿 57

55 △松若 風馬竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか グランド牧場 502＋121：09．51� 51．0�
510 ディアプリンセス 牝4黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁ディアレスト 奥村 武 日高 松平牧場 B462＋ 21：09．6	 164．8�
23 シャインプレイン 牝3栗 54 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 510－ 21：09．7� 6．6�
48 ミッキールドラ 牡4栗 57

54 ▲木幡 初也野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 矢野牧場 496＋ 41：09．8	 26．5�
36 クラウンフィデリオ 牡6栗 57 西田雄一郎	クラウン 天間 昭一 浦河 中島牧場 480＋ 8 〃 ハナ 79．9�
611 グラントリノ 牝5栗 55 村田 一誠加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 444－ 21：09．9� 251．5�
713 シ ェ ー ル 牝4芦 55

52 ▲伴 啓太谷水 雄三氏 池上 昌弘 新ひだか カントリー牧場 B446＋ 21：10．53� 43．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，438，600円 複勝： 26，841，900円 枠連： 12，694，000円
馬連： 38，568，400円 馬単： 22，139，300円 ワイド： 22，026，500円
3連複： 51，200，000円 3連単： 72，504，900円 計： 266，413，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 370円 � 360円 枠 連（5－8） 780円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 700円 �� 970円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 7，410円 3 連 単 ��� 30，310円

票 数

単勝票数 計 204386 的中 � 65253（1番人気）
複勝票数 計 268419 的中 � 75892（1番人気）� 14552（7番人気）� 15425（6番人気）
枠連票数 計 126940 的中 （5－8） 12459（2番人気）
馬連票数 計 385684 的中 �� 18540（4番人気）
馬単票数 計 221393 的中 �� 6216（6番人気）
ワイド票数 計 220265 的中 �� 8389（4番人気）�� 5823（10番人気）�� 3086（21番人気）
3連複票数 計 512000 的中 ��� 5182（25番人気）
3連単票数 計 725049 的中 ��� 1734（77番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．0―11．2―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―33．9―45．1―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャストザブレイン �
�
父 デュランダル �

�
母父 Most Welcome デビュー 2011．6．25 阪神10着

2009．2．6生 牡5鹿 母 カ ク テ ル 母母 Cockatrice 22戦2勝 賞金 21，100，000円

2906611月2日 晴 良 （26福島3）第6日 第6競走 ��1，150�サラブレッド系3歳以上
発走12時30分 （ダート・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
1：06．9
1：06．9

良
良

510 ファインスカイ 牝4鹿 55 松田 大作 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 484＋301：08．7 3．3�
612 プ リ ュ ム 牝5栗 55

52 ▲小崎 綾也 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B452－ 21：08．8� 9．3�
35 パイメイメイ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B470－ 61：08．9� 3．9�
815 エ ク ス シ ア 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 412± 01：09．21� 31．7�
816 マウントフジ 牝6鹿 55 丸田 恭介 �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 436－ 4 〃 アタマ 18．7	
23 テイエムリヴィエラ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B454＋241：09．4� 89．0

24 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± 01：09．61� 128．0�
36 ショウナンランパダ 牝3鹿 54 津村 明秀国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 466－ 2 〃 ハナ 6．2�
47 バーニングハート 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 442± 01：09．7クビ 42．1
48 アワーズヒロイン 牝3鹿 54 吉田 隼人ザ・チャンピオンズ 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 458＋24 〃 クビ 51．3�
59 コグノセンティ 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �社台レースホース田島 俊明 安平 追分ファーム 470－161：09．8クビ 16．3�
12 ヒアルロンサン 牝4鹿 55 田中 博康�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 458＋ 4 〃 ハナ 244．1�
713 ディオレサンス 牝3栗 54 丸山 元気�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 41：10．01� 46．4�
714 エ ゴ イ ス ト 牝3鹿 54

52 △松若 風馬田端 修氏 加用 正 日高 タバタファーム 482＋ 61：10．32 12．5�
611 タカラジェニファ 牝3鹿 54 伊藤 工真村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 458－ 41：10．51� 20．5�
11 グラスルノン 牝3鹿 54 的場 勇人半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 482＋ 81：10．71� 14．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，959，600円 複勝： 25，982，100円 枠連： 11，124，400円
馬連： 31，727，500円 馬単： 17，868，600円 ワイド： 20，751，400円
3連複： 43，723，400円 3連単： 61，281，700円 計： 228，418，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 250円 � 140円 枠 連（5－6） 1，230円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 750円 �� 300円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 13，890円

票 数

単勝票数 計 159596 的中 � 37727（1番人気）
複勝票数 計 259821 的中 � 53393（2番人気）� 19488（4番人気）� 56783（1番人気）
枠連票数 計 111244 的中 （5－6） 6968（6番人気）
馬連票数 計 317275 的中 �� 11685（5番人気）
馬単票数 計 178686 的中 �� 3734（9番人気）
ワイド票数 計 207514 的中 �� 6688（7番人気）�� 19596（1番人気）�� 6908（6番人気）
3連複票数 計 437234 的中 ��� 13847（2番人気）
3連単票数 計 612817 的中 ��� 3198（19番人気）

ハロンタイム 9．2―10．9―11．2―12．2―12．6―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．2―20．1―31．3―43．5―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファインスカイ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．8．4 小倉7着

2010．4．21生 牝4鹿 母 ア サ カ フ ジ 母母 Connie’s Gift 16戦3勝 賞金 30，071，000円
〔制裁〕 バーニングハート号の騎手伴啓太は，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。
※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 グッドイヴニング号・ライクアラヴァー号



2906711月2日 晴 良 （26福島3）第6日 第7競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳以上

発走13時00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

34 ロードフォワード 牡3青鹿 55
53 △岩崎 翼 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 444＋ 41：46．1 1．7�

815� コスモナチュラル 牡3鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 米 Margaux
Farm LLC 482＋ 41：46．95 85．4�

11 アイアムナチュラル 牡3鹿 55 丸田 恭介堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 508－ 41：47．0	 7．9�
47 ピエナトップガン 牡4栗 57

54 ▲小崎 綾也本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 462－ 61：47．31	 8．4�
58 ビバハイタッチ 牡3栗 55 松田 大作池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 472± 0 〃 クビ 9．3	
22 オンワードハンター 牡3鹿 55

52 ▲長岡 禎仁樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 462± 01：47．4クビ 42．2

713� コスモキングダム 牡3黒鹿55 津村 明秀岡田 繁幸氏 手塚 貴久 米 Nagako

Fujita B530－121：47．5
 29．9�
59 ポーラメソッド 牡3芦 55 勝浦 正樹 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 510＋ 4 〃 クビ 23．2�
712 サトノシーザー 牡5青 57 丸山 元気里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 536＋ 61：48．13
 18．2
35 � サンマルヴィエント 牡6栗 57 宮崎 北斗相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 480－ 41：49．27 178．0�
611� スズカアーサー 牡5鹿 57 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B490± 01：49．62
 109．8�
814 グロシュラライト 牡4黒鹿 57

56 ☆中井 裕二吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 452－ 21：50．13 121．0�
610� ハナリュウセイ 牡3青鹿 55

53 △松若 風馬グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 Joseph M.
Perrotta Sr. 504＋ 61：50．2
 17．7�

23 ドラゴンカフェ 牡3黒鹿55 伊藤 工真窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 562＋361：51．26 16．4�
46 ディープカジノ 牡3鹿 55

52 ▲城戸 義政深見 敏男氏 小野 幸治 新冠 越湖牧場 458＋ 2 （競走中止） 59．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，038，300円 複勝： 57，575，300円 枠連： 10，538，000円
馬連： 35，320，700円 馬単： 26，654，600円 ワイド： 21，618，500円
3連複： 46，211，000円 3連単： 85，646，500円 計： 305，602，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 850円 � 180円 枠 連（3－8） 3，060円

馬 連 �� 5，640円 馬 単 �� 7，250円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 250円 �� 4，820円

3 連 複 ��� 11，810円 3 連 単 ��� 47，140円

票 数

単勝票数 計 220383 的中 � 101446（1番人気）
複勝票数 計 575753 的中 � 387095（1番人気）� 4980（12番人気）� 38209（2番人気）
枠連票数 計 105380 的中 （3－8） 2666（10番人気）
馬連票数 計 353207 的中 �� 4851（15番人気）
馬単票数 計 266546 的中 �� 2754（21番人気）
ワイド票数 計 216185 的中 �� 2592（19番人気）�� 26579（1番人気）�� 1012（45番人気）
3連複票数 計 462110 的中 ��� 2933（38番人気）
3連単票数 計 856465 的中 ��� 1317（136番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―11．9―12．7―12．8―12．6―12．4―12．3―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―30．1―42．8―55．6―1：08．2―1：20．6―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．9
1
3
1，4－11（14，15）－2－10，8，12（9，13）－（5，7）－3・（1，4）－（15，2）（11，13）3（8，10）（5，7）14（12，9）

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

勝馬の
紹 介

ロードフォワード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．8．18 函館1着

2011．3．31生 牡3青鹿 母 サッカーマム 母母 Traverse City 14戦2勝 賞金 23，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔競走中止〕 ディープカジノ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 ドラゴンカフェ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ドラゴンカフェ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年12月2日まで出走できない。

2906811月2日 晴 良 （26福島3）第6日 第8競走 2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （芝・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
1：57．3
1：56．1

良
良

45 アンブリッジローズ 牡4鹿 57 杉原 誠人 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 442－ 21：58．7 7．2�
34 テスタメント 牡3鹿 55

52 ▲長岡 禎仁田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 428－ 21：59．01� 2．7�
711 ウインオリアート 牝3黒鹿 53

50 ▲木幡 初也�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 436－ 61：59．31� 15．6�
57 ナインテイルズ 牡3栗 55

52 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 470± 01：59．51� 62．3�
46 ノアオーカン 牡4黒鹿 57

55 △岩崎 翼杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 466－ 2 〃 クビ 49．0	
814 ショウナンアトラス 牡3鹿 55

52 ▲小崎 綾也国本 哲秀氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 41：59．6� 11．6


22 セ フ ィ ー ロ 牡3鹿 55 小野寺祐太 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 458＋ 21：59．7� 8．9�
58 ジ リ オ ン 牡4黒鹿 57

55 △松若 風馬近藤 克麿氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B530＋ 21：59．8� 5．8�
11 マツリダジャパン �7青 57

54 ▲原田 和真髙橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 470－ 61：59．9クビ 42．2
69 ダークサイド 牡3黒鹿55 嶋田 純次星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 456－ 22：00．11� 16．3�
610 サンソヴール 牝3黒鹿 53

50 ▲井上 敏樹�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 420－122：00．31� 7．3�
712 サンレイロッキー 牡3鹿 55 水口 優也永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 456－ 62：00．4� 38．8�
813 シンボリパソドブレ 牡4鹿 57 平野 優シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 B486－102：02．010 174．5�
33 メイショウエフワン 牡3鹿 55

52 ▲城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 絵笛牧場 474＋102：02．1クビ 33．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 16，058，300円 複勝： 22，859，500円 枠連： 10，452，700円
馬連： 34，148，000円 馬単： 20，132，200円 ワイド： 19，369，600円
3連複： 44，301，400円 3連単： 72，190，500円 計： 239，512，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 190円 � 150円 � 340円 枠 連（3－4） 740円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，720円 �� 870円

3 連 複 ��� 4，810円 3 連 単 ��� 22，590円

票 数

単勝票数 計 160583 的中 � 17623（3番人気）
複勝票数 計 228595 的中 � 31975（2番人気）� 47136（1番人気）� 13499（8番人気）
枠連票数 計 104527 的中 （3－4） 10834（2番人気）
馬連票数 計 341480 的中 �� 32085（1番人気）
馬単票数 計 201322 的中 �� 6971（4番人気）
ワイド票数 計 193696 的中 �� 14163（2番人気）�� 2687（24番人気）�� 5545（8番人気）
3連複票数 計 443014 的中 ��� 6902（12番人気）
3連単票数 計 721905 的中 ��� 2316（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―34．7―46．9―59．7―1：11．6―1：23．2―1：35．1―1：46．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アンブリッジローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2012．12．1 中山1着

2010．3．29生 牡4鹿 母 クラシックローズ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 14戦2勝 賞金 19，780，000円
〔制裁〕 サンレイロッキー号の騎手水口優也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番・10番・

6番）



2906911月2日 晴 良 （26福島3）第6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

611 ウィットウォーター 牝3黒鹿 54
52 △岩崎 翼鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 B444－101：09．0 33．2�

36 レ デ ィ ー 牝4鹿 55 田中 健浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 436－ 21：09．21� 17．7�
815� プレミアムゴールド 牡5栗 57

54 ▲伴 啓太中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 482＋ 21：09．62� 63．0�

816 オリオンザプラズマ 牡4栗 57 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 458－ 8 〃 クビ 27．1�
12 ファンファーレ 牝3栗 54 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 B474－ 61：09．7クビ 6．3�
47 � エルウェーオージャ 	6青 57

54 ▲小崎 綾也雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 478± 0 〃 ハナ 28．3�
510 ユキノラムセス 牡7栗 57 嶋田 純次井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 480－ 2 〃 アタマ 24．5	
11 � ラ ン ザ ン 牡5栗 57

54 ▲井上 敏樹橋本 忠雄氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 B496＋101：09．8クビ 31．3

612 ブレイクアウト 牡3青鹿56 黛 弘人安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 474± 0 〃 アタマ 4．8�
714 レイズオブザサン 牡5黒鹿57 松田 大作吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 456＋ 2 〃 クビ 66．6�
59 � トーコーヴィオラ 牝4黒鹿 55

53 △松若 風馬森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 464－ 61：09．9
 5．4
48 フジマサレジェンド 牡3芦 56 伊藤 工真藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 504－ 4 〃 ハナ 11．2�
713 アスキットキング 牡4鹿 57

54 ▲原田 和真中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 430± 01：10．0クビ 166．6�
23 � アイディンビュー 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁米井 勝氏 的場 均 新ひだか 三木田牧場 476± 0 〃 クビ 67．6�
35 レッドキャンティー 牝3栗 54 丸田 恭介�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 438± 01：10．42� 21．8�
24 ダイワコンシード 牝3鹿 54 吉田 隼人大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 494＋ 61：11．03� 3．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，599，000円 複勝： 31，507，500円 枠連： 15，147，500円
馬連： 47，693，600円 馬単： 27，622，500円 ワイド： 27，415，100円
3連複： 65，982，400円 3連単： 96，704，800円 計： 333，672，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，320円 複 勝 � 1，520円 � 420円 � 1，690円 枠 連（3－6） 1，780円

馬 連 �� 34，540円 馬 単 �� 68，140円

ワ イ ド �� 7，780円 �� 27，560円 �� 12，590円

3 連 複 ��� 515，480円 3 連 単 ��� 3，505，540円

票 数

単勝票数 計 215990 的中 � 5203（12番人気）
複勝票数 計 315075 的中 � 5209（12番人気）� 21959（6番人気）� 4688（15番人気）
枠連票数 計 151475 的中 （3－6） 6570（8番人気）
馬連票数 計 476936 的中 �� 1070（78番人気）
馬単票数 計 276225 的中 �� 304（159番人気）
ワイド票数 計 274151 的中 �� 913（74番人気）�� 256（109番人気）�� 562（88番人気）
3連複票数 計 659824 的中 ��� 96（484番人気）
3連単票数 計 967048 的中 ��� 20（2894番人気）

ハロンタイム 9．4―11．1―11．3―12．0―12．3―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．5―31．8―43．8―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィットウォーター �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．8．3 小倉5着

2011．3．8生 牝3黒鹿 母 バイオレントハート 母母 グレートクリスティーヌ 13戦2勝 賞金 15，150，000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。
（非当選馬） 1頭 ラナキラリオ号
（非抽選馬） 1頭 デザイアドライブ号

2907011月2日 晴 良 （26福島3）第6日 第10競走 ��
��1，800�きんもくせい特別

発走14時40分 （芝・右）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．2
1：45．9

良
良

33 コ メ ー ト 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 478± 01：50．4 2．2�
44 レッドオルバース 牡2栗 55 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 クビ 3．0�
66 ノットフォーマル 牝2黒鹿54 勝浦 正樹芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 464－ 41：50．82� 13．5�
77 マイネルリード 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 466± 01：50．9クビ 9．0�
55 チ ャ リ シ ー 牝2鹿 54 丸山 元気吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：51．22 7．5�
22 テイエムフタエマル 牝2鹿 54 岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 496＋ 4 〃 クビ 6．7	
11 イ ト ス ギ �2鹿 55 田中 博康
ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 488－ 61：54．0大差 86．2�

（7頭）

売 得 金
単勝： 23，965，900円 複勝： 22，815，300円 枠連： 発売なし
馬連： 41，794，600円 馬単： 29，607，400円 ワイド： 16，204，600円
3連複： 40，657，400円 3連単： 129，133，700円 計： 304，178，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 180円 �� 240円 �� 490円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 2，710円

票 数

単勝票数 計 239659 的中 � 86370（1番人気）
複勝票数 計 228153 的中 � 79835（1番人気）� 61766（2番人気）
馬連票数 計 417946 的中 �� 112342（1番人気）
馬単票数 計 296074 的中 �� 40770（1番人気）
ワイド票数 計 162046 的中 �� 27352（1番人気）�� 17399（3番人気）�� 6763（9番人気）
3連複票数 計 406574 的中 ��� 34838（5番人気）
3連単票数 計1291337 的中 ��� 34530（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．6―50．4―1：03．6―1：16．1―1：28．1―1：39．4

コーナー
通過順位

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

2
4
・（2，3）（4，7）6，5，1・（2，3）（4，7）（5，6）＝1

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コ メ ー ト �

父 ブラックタイド �


母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．7．6 福島6着

2012．3．26生 牡2黒鹿 母 ジューンブライド 母母 リファールニース 4戦2勝 賞金 19，468，000円
〔制裁〕 チャリシー号の騎手丸山元気は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。



2907111月2日 曇 良 （26福島3）第6日 第11競走 ��
��1，200�河 北 新 報 杯

発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．10．26以降26．10．26まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

河北新報社社長賞（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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

35 フェブノヘア 牝3栗 51 小崎 綾也釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 444＋ 41：09．2 7．6�
48 � ワイルドジョイ 牡7鹿 54 長岡 禎仁竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム 458＋ 81：09．51� 44．9�
24 クラウンカイザー 牡5黒鹿54 松田 大作�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 498＋10 〃 ハナ 26．8�
815 モンマックス 牡4鹿 54 津村 明秀�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 520± 0 〃 ハナ 5．6�
59 アルマエルナト 牡3栗 55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 474－ 41：09．6	 3．6	
816 ストロングロビン 牡8鹿 55 丸山 元気村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 490－ 21：09．7	 11．9

47 クラウンルシフェル 牡3栗 54 丸田 恭介�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 490－ 6 〃 クビ 9．0�
714 ダイワインスパイア 牡5鹿 53 杉原 誠人大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 470－ 8 〃 ハナ 49．1�
36 � デイジーギャル 牝4黒鹿52 伊藤 工真�大島牧場 尾形 和幸 浦河 大島牧場 462＋141：09．8� 32．0
611 エ キ ナ シ ア 牝6鹿 52 小野寺祐太�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 498± 01：09．9クビ 144．7�
11 メイショウアズミノ 牝3鹿 52 伴 啓太松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 462± 0 〃 ハナ 4．5�
23 クリノタカラチャン 牝4黒鹿53 嘉藤 貴行栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 422± 01：10．0	 15．2�
12 コップヒヤザケ 牡5鹿 54 木幡 初也大久保與志雄氏 鹿戸 雄一 浦河 杵臼牧場 478－101：10．1	 59．6�
713 サンセルマン 牡5黒鹿53 西田雄一郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 464＋ 41：10．2	 85．0�
612 ゴーゴーヒュウガ 牡6鹿 52 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 北海道静内農業高等学校 B452－ 2 〃 アタマ 146．9�
510 モーニングコール 牝4鹿 52 松若 風馬飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 436± 01：10．51� 26．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，088，400円 複勝： 41，750，400円 枠連： 31，624，400円
馬連： 124，682，700円 馬単： 61，921，200円 ワイド： 46，157，800円
3連複： 164，275，200円 3連単： 270，590，200円 計： 771，090，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 290円 � 950円 � 700円 枠 連（3－4） 2，840円

馬 連 �� 20，470円 馬 単 �� 34，140円

ワ イ ド �� 4，670円 �� 2，710円 �� 13，360円

3 連 複 ��� 129，010円 3 連 単 ��� 751，630円

票 数

単勝票数 計 300884 的中 � 31332（4番人気）
複勝票数 計 417504 的中 � 43169（4番人気）� 10647（11番人気）� 14942（8番人気）
枠連票数 計 316244 的中 （3－4） 8602（15番人気）
馬連票数 計1246827 的中 �� 4720（51番人気）
馬単票数 計 619212 的中 �� 1360（92番人気）
ワイド票数 計 461578 的中 �� 2552（50番人気）�� 4449（31番人気）�� 882（82番人気）
3連複票数 計1642752 的中 ��� 955（237番人気）
3連単票数 計2705902 的中 ��� 261（1315番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．3―11．8―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―34．2―46．0―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェブノヘア �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．6．29 中京4着

2011．3．20生 牝3栗 母 ミヤジマッドレー 母母 ゴールデンコマーズ 23戦3勝 賞金 48，786，000円
〔発走状況〕 クラウンルシフェル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 フェブノヘア号の騎手小崎綾也は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・15番）
〔調教再審査〕 クラウンルシフェル号は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 エバーダンシング号・ビットスターダム号・ビーナストリック号・ヤサカオディール号

2907211月2日 曇 良 （26福島3）第6日 第12競走 ��
��1，800�

に ほ ん ま つ

二 本 松 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 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

611 ラブラバード 牡4芦 57 丸田 恭介 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496－ 61：46．9 3．6�

34 � エイシンエルヴィン 牡3鹿 55 勝浦 正樹�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-
shindo 498＋ 61：47．11	 2．1�

712 マイネルコランダム 牡5青鹿57 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム 476－ 41：47．2
 74．6�

59 テイエムレンジャー 牡4鹿 57 藤懸 貴志竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 500－ 6 〃 クビ 13．4�
47 � トウケイゴールド 牡4鹿 57 水口 優也木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 490＋ 41：47．3
 12．9	
22 ユキノユウダン 牡4栗 57 丸山 元気馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 426－10 〃 ハナ 15．8

713 ディレットリーチェ 牝4栗 55 松田 大作飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 504＋ 41：47．4� 39．3�
11 ライトオブホープ 牡3栗 55 津村 明秀落合 幸弘氏 武藤 善則 新冠 イワミ牧場 494－ 41：47．5クビ 11．4�
814 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 482－ 61：48．24 93．6
35 ニシノマテンロウ 牡3黒鹿55 吉田 隼人西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 高昭牧場 514＋16 〃 ハナ 41．9�
815 マジックポスト 牡5青鹿57 木幡 初也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 458＋ 6 〃 ハナ 224．1�
23 グランスエルテ 牡4栗 57 松若 風馬 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 21：48．3クビ 24．9�
46 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 B478－ 61：48．62 84．7�
610 ディールフロー 牡3鹿 55 黛 弘人 �シルクレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 61：48．81	 14．6�
58 � ハッピーチャート 牝4芦 55 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 新ひだか 桜井牧場 480± 0 （競走中止） 103．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，603，800円 複勝： 38，682，900円 枠連： 23，004，300円
馬連： 84，858，800円 馬単： 44，870，100円 ワイド： 37，398，700円
3連複： 106，808，800円 3連単： 187，556，000円 計： 554，783，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 130円 � 790円 枠 連（3－6） 340円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 190円 �� 2，230円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 7，050円 3 連 単 ��� 25，530円

票 数

単勝票数 計 316038 的中 � 70168（2番人気）
複勝票数 計 386829 的中 � 83383（2番人気）� 96368（1番人気）� 7468（11番人気）
枠連票数 計 230043 的中 （3－6） 52215（1番人気）
馬連票数 計 848588 的中 �� 181240（1番人気）
馬単票数 計 448701 的中 �� 36052（2番人気）
ワイド票数 計 373987 的中 �� 63891（1番人気）�� 3631（28番人気）�� 3731（26番人気）
3連複票数 計1068088 的中 ��� 11347（20番人気）
3連単票数 計1875560 的中 ��� 5326（67番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―35．1―47．3―59．5―1：11．6―1：23．5―1：35．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラブラバード �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Kaldoun デビュー 2012．9．1 札幌8着

2010．2．4生 牡4芦 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope 16戦3勝 賞金 35，474，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔競走中止〕 ハッピーチャート号は，最後の直線コースで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ハッピーチャート号の騎手宮崎北斗は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。

３レース目



（26福島3）第6日 11月2日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

168，970，000円
4，600，000円
1，420，000円
15，000，000円
62，107，500円
5，364，800円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
242，199，800円
354，497，600円
151，558，100円
552，050，400円
320，536，600円
275，660，700円
725，152，700円
1，203，529，300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 3，825，185，200円

総入場人員 16，100名 （有料入場人員 13，175名）



平成26年度 第3回福島競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，036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 手 当

1，047，080，000円
2，080，000円
31，420，000円
10，520，000円
94，970，000円
362，697，250円
33，163，400円
9，945，600円

勝馬投票券売得金
1，296，741，400円
1，933，411，000円
892，279，400円
2，972，735，200円
1，715，649，400円
1，495，864，700円
3，960，094，100円
6，385，479，400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 20，652，254，600円

総入場延人員 62，506名 （有料入場延人員 49，165名）
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