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オッズ・
単勝
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3203711月16日 晴 良 （26福島4）第4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

23 ア ル タ ー 牡2栗 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 506－ 21：48．7 3．0�
610 テイケイネクサス 牡2鹿 55 黛 弘人兼松 忠男氏 蛯名 利弘 浦河 中脇 満 446＋121：49．23 3．9�
58 ソワンドタイガー 牡2栗 55 松岡 正海西村 静子氏 伊藤 伸一 新ひだか 小河 豊水 480＋ 61：49．41� 18．1�
713 テ ッ プ シ ー 牝2芦 54 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 440－ 4 〃 アタマ 14．6�
611 ハイヴォルテージ 牡2栗 55

52 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440± 01：49．61� 103．4�

59 オ ル グ 牡2鹿 55
52 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 456－ 41：49．7� 138．6	

22 プレーケストーレン 牡2黒鹿55 丸田 恭介スリースターズレーシング 奥村 武 新ひだか タツヤファーム 536＋ 6 〃 ハナ 5．7

35 ディープブルー 牡2青鹿 55

53 △松若 風馬深見 敏男氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 422＋ 21：49．8� 9．3�
11 ル ミ ノ ー ソ 牡2鹿 55 田辺 裕信桐谷 茂氏 高木 登 新ひだか 鳥谷 勝彦 460＋ 21：50．0� 35．3�
34 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 488＋ 61：50．21� 13．2
46 モズレッドファーム 牡2栗 55 和田 竜二北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 有限会社

松田牧場 460＋ 61：50．94 9．8�
47 トーセンユニバース 牡2栗 55 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 466＋ 81：51．64 142．1�
815 ミューズデュナミス 牝2芦 54

51 ▲原田 和真佐々木雄二氏 栗田 徹 新冠 競優牧場 412－ 41：52．23� 148．1�
814 スリーキーノート 牝2黒鹿54 村田 一誠永井商事� 柄崎 孝 新ひだか 三石ファーム 422－121：52．83� 35．3�
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712 アングルゴア 牡2黒鹿55 田中 健大迫 基弘氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 11，091，500円 複勝： 19，731，700円 枠連： 8，072，300円
馬連： 25，984，000円 馬単： 16，916，500円 ワイド： 15，366，700円
3連複： 35，438，300円 3連単： 50，392，100円 計： 182，993，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 140円 � 570円 枠 連（2－6） 360円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，100円 �� 970円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 15，240円

票 数

単勝票数 差引計 110915（返還計 59） 的中 � 29178（1番人気）
複勝票数 差引計 197317（返還計 101） 的中 � 37723（2番人気）� 44652（1番人気）� 5823（8番人気）
枠連票数 差引計 80723（返還計 8 ） 的中 （2－6） 16959（1番人気）
馬連票数 差引計 259840（返還計 397） 的中 �� 31232（1番人気）
馬単票数 差引計 169165（返還計 210） 的中 �� 11934（1番人気）
ワイド票数 差引計 153667（返還計 267） 的中 �� 12368（1番人気）�� 3378（16番人気）�� 3849（15番人気）
3連複票数 差引計 354383（返還計 976） 的中 ��� 7050（12番人気）
3連単票数 差引計 503921（返還計 1210） 的中 ��� 2397（39番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―12．3―13．7―13．6―12．5―12．9―13．1―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．4―44．1―57．7―1：10．2―1：23．1―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
8，5，15，1，10，4，11－6，14（2，9）（7，3）－13・（8，15，10）（5，1，3）（4，11，13）－（14，9）（6，2）7

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

勝馬の
紹 介

ア ル タ ー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．9．21 新潟3着

2012．2．15生 牡2栗 母 ロレットチャペル 母母 サンタフェトレイル 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔出走取消〕 アングルゴア号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。

3203811月16日 晴 良 （26福島4）第4日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走10時15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

815 クリノアマダブラム 牝4栗 55
52 ▲小崎 綾也栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 446＋ 21：46．8 3．2�

22 グリューネヴォッヘ 牝4鹿 55 松岡 正海吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 478＋ 81：47．11� 4．9�
46 ヒラボクレジーナ 牝3鹿 53

51 △松若 風馬�平田牧場 大竹 正博 日高 下河辺牧場 468± 01：47．2� 11．4�
713 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 478＋ 4 〃 クビ 30．3�
58 ドリームティアラ 牝3栗 53 菱田 裕二吉田 和子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：47．41� 12．9�
11 ラクリモーサ 牝5青鹿55 柴山 雄一 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 432－101：47．71� 6．7	
23 エヴォリューション 牝3鹿 53

50 ▲城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 476－ 6 〃 同着 10．4

712 ヒ ム カ 牝3栗 53 丸山 元気�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 508＋ 61：47．91� 10．5�
610 ハルシュタット 牝5鹿 55 藤懸 貴志 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472－141：48．11 99．9
34 チャードリー 牝5青鹿55 丸田 恭介�G1レーシング 和田 雄二 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426± 0 〃 クビ 38．3�
611 マスタープラチナム 牝4栗 55

52 ▲原田 和真�谷岡牧場 栗田 徹 新ひだか 谷岡牧場 458＋ 41：48．2クビ 272．3�
814 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 B456－ 4 〃 クビ 113．5�
59 ブルーバレット 牝4黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 460＋ 41：48．83� 7．7�
35 レディーピンク 牝4鹿 55 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 444－ 61：49．75 81．5�
47 マミーテイラー 牝3鹿 53 中谷 雄太 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B484＋ 4 （競走中止） 60．8�
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売 得 金
単勝： 11，778，900円 複勝： 23，940，300円 枠連： 8，652，300円
馬連： 27，136，500円 馬単： 15，258，700円 ワイド： 16，340，300円
3連複： 38，075，000円 3連単： 48，779，100円 計： 189，961，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 150円 � 350円 枠 連（2－8） 520円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 400円 �� 720円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 15，710円

票 数

単勝票数 計 117789 的中 � 29024（1番人気）
複勝票数 計 239403 的中 � 54366（1番人気）� 46596（2番人気）� 12330（8番人気）
枠連票数 計 86523 的中 （2－8） 12813（1番人気）
馬連票数 計 271365 的中 �� 21077（1番人気）
馬単票数 計 152587 的中 �� 6931（1番人気）
ワイド票数 計 163403 的中 �� 11411（1番人気）�� 5648（8番人気）�� 3858（13番人気）
3連複票数 計 380750 的中 ��� 6512（13番人気）
3連単票数 計 487791 的中 ��� 2250（26番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．8―12．4―12．7―12．8―13．0―13．2―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．0―42．4―55．1―1：07．9―1：20．9―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．9
1
3
5－（8，9）（3，13）－10，2，1，15，6（7，4，11）－14－12
5（8，9）－（3，13）（10，2）（1，15）（11，6）（14，12）－4

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

勝馬の
紹 介

クリノアマダブラム �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．7．15 新潟3着

2010．4．17生 牝4栗 母 レディマハロ 母母 アイスダンシング 27戦3勝 賞金 31，810，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔競走中止〕 マミーテイラー号は，競走中に疾病〔急性心不全〕を発症し，1コーナー通過後に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 グリューネヴォッヘ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13

番・3番）
※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 ソロデビュー号
（非抽選馬） 1頭 ピエリーナ号

第４回 福島競馬 第４日



3203911月16日 晴 良 （26福島4）第4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

23 オーシャンドライブ 牡5黒鹿57 川須 栄彦金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 548＋ 41：46．0 2．7�

713 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 456－ 2 〃 クビ 5．4�

59 ポルスターシャイン 牡4鹿 57 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 472± 01：46．21� 10．1�
611 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± 01：46．3� 4．5	
22 バイタルフォルム 牡4黒鹿57 西村 太一髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 496＋121：46．83 11．1

712 ナリタムーンライト 牡6栗 57 田中 博康�オースミ 南井 克巳 日高 天羽牧場 540＋12 〃 クビ 25．6�
58 � パラティーノ 牡5黒鹿57 菱田 裕二村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 526－ 61：47．01� 45．5�
11 アビエイター 牡3栗 55 M．バルザローナ �ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 広田牧場 540＋ 81：47．2� 11．4

（仏）

47 オメガベントレー 	3栗 55 津村 明秀原 
子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 462＋101：47．41� 190．1�
34 マツリダジャパン 	7青 57 黛 弘人髙橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 61：47．5� 99．5�
35 トーセンミラージュ 牡3青鹿55 武士沢友治島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：47．71 18．7�
46 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 464＋ 6 〃 クビ 17．7�
610� ヴァリュービジョン 	5黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 村上 雅規 498＋ 81：48．12� 216．1�

814 サ マ ー ラ ヴ 牡3黒鹿55 和田 竜二�Basic 田村 康仁 新ひだか カタオカフアーム 454± 01：49．27 99．1�
815 ウエスタンソーレ 牡4芦 57 松岡 正海西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム 498＋ 4 〃 ハナ 164．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，942，000円 複勝： 29，884，500円 枠連： 9，577，000円
馬連： 30，537，900円 馬単： 18，736，900円 ワイド： 18，024，400円
3連複： 42，082，700円 3連単： 59，085，900円 計： 225，871，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 160円 � 250円 枠 連（2－7） 430円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 290円 �� 500円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 7，100円

票 数

単勝票数 計 179420 的中 � 52232（1番人気）
複勝票数 計 298845 的中 � 92179（1番人気）� 45422（3番人気）� 21840（5番人気）
枠連票数 計 95770 的中 （2－7） 17217（1番人気）
馬連票数 計 305379 的中 �� 36233（1番人気）
馬単票数 計 187369 的中 �� 11558（1番人気）
ワイド票数 計 180244 的中 �� 17683（1番人気）�� 8981（5番人気）�� 5295（7番人気）
3連複票数 計 420827 的中 ��� 15067（3番人気）
3連単票数 計 590859 的中 ��� 6031（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．2―43．0―55．9―1：08．2―1：20．4―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．8
1
3
2（5，12）（3，8，6）11－（9，10）（13，15）4（1，14）－7・（2，5，12）（3，8，11）（9，6）－13，15（10，4）14（7，1）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オーシャンドライブ �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Petionville デビュー 2012．6．30 中京5着

2009．3．23生 牡5黒鹿 母 アイランドファッション 母母 Danzigs Fashion 16戦3勝 賞金 43，912，000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 ダニカ号・デンコウエポック号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3204011月16日 晴 良 （26福島4）第4日 第4競走 ��2，800�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3：01．8良

46 テイエムスラッガー 牡3栗 58 難波 剛健竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 石川 栄一 452± 03：04．2 12．6�
711 ヘリオスフィア �5黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 470－ 43：04．41� 6．9�
610 ヤマニンルポ 牡3鹿 58 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 482－ 43：04．71� 10．8�
57 	 エルインペレイター �4鹿 60 浜野谷憲尚�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム 486± 03：04．8� 39．6�
45 ウメジマダイオー 牡5鹿 60 石神 深一村田 滋氏 畠山 重則 平取 高橋 啓 510± 0 〃 クビ 3．8�
813 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± 03：05．01� 2．1	
69 テイエムオドロキ 牝3栗 56 小坂 忠士竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 446＋ 63：05．74 35．5

814 クラバウターマン 牡3栗 58 草野 太郎内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 内藤牧場 482＋ 83：09．4大差 224．5�
11 ハギノセゾン 牝3青鹿56 田村 太雅安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 468± 0 〃 クビ 41．9�
712 テイエムマッチョ 牡3鹿 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 上井農場 488－ 23：15．3大差 170．4
34 メイショウセイウン 牡3栗 58 高田 潤松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 482＋ 23：15．62 15．2�
33 	 シンチノクリチャン 牝5栗 58 金子 光希栗本 博晴氏 石毛 善彦 平取 コアレススタッド 450－103：15．7� 201．8�
22 ダークルーラ 牡4鹿 60 大江原 圭大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 524＋28 （競走中止） 39．8�
58 クレバーアポロ 牡5栗 60 鈴木 慶太 �ウエスタンファーム 小西 一男 むかわ 上水牧場 488＋ 6 （競走中止） 38．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，273，700円 複勝： 14，333，700円 枠連： 8，493，500円
馬連： 21，836，700円 馬単： 15，562，100円 ワイド： 12，737，000円
3連複： 31，745，900円 3連単： 55，277，600円 計： 173，260，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 290円 � 230円 � 390円 枠 連（4－7） 1，280円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 10，630円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 1，330円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 12，180円 3 連 単 ��� 77，360円

票 数

単勝票数 計 132737 的中 � 8397（5番人気）
複勝票数 計 143337 的中 � 12860（4番人気）� 17916（3番人気）� 8689（5番人気）
枠連票数 計 84935 的中 （4－7） 5137（5番人気）
馬連票数 計 218367 的中 �� 3952（13番人気）
馬単票数 計 155621 的中 �� 1097（30番人気）
ワイド票数 計 127370 的中 �� 2410（14番人気）�� 2463（13番人気）�� 2233（15番人気）
3連複票数 計 317459 的中 ��� 1954（37番人気）
3連単票数 計 552776 的中 ��� 518（212番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 51．9－3F 38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

テイエムスラッガー �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 マリエンバード デビュー 2013．10．27 京都4着

2011．5．8生 牡3栗 母 テイエムマイサクラ 母母 ア ナ ロ イ ド 障害：3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔競走中止〕 クレバーアポロ号は，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。

ダークルーラ号は，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。
※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。
（非当選馬） 4頭 タイヨウロマン号・トーセンローツェ号・ヘンリーフォンテン号・リネンハウス号



3204111月16日 晴 良 （26福島4）第4日 第5競走 ��
��1，200�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
1：08．6
1：07．8

良
良

11 ゲンキチハヤブサ �2栗 55 丸山 元気荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン
牧場 442＋ 21：09．5 6．9�

35 チャーミングマオ 牝2鹿 54
51 ▲木幡 初也森口�一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 400＋ 41：09．71� 20．5�

23 エースナンバー 牡2黒鹿 55
53 △松若 風馬�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 484－ 21：09．8	 7．5�
47 テイエムマンゲツ 牝2栗 54 和田 竜二竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 446± 01：09．9
 7．0�
36 シャンパンサーベル 牝2黒鹿54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 458－ 61：10．11� 6．3	
714 マコトカンパネッロ 牝2栗 54 丹内 祐次
ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 426＋ 2 〃 ハナ 27．4�
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 452＋ 61：10．31 32．6�
815 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 436＋ 2 〃 ハナ 66．2
816 ジョーハリス 牡2鹿 55

52 ▲長岡 禎仁上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 442＋ 41：10．4	 85．4�
713 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 434－ 41：10．5	 24．1�
59 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 396－ 21：10．71� 31．6�
612 イ シ ス 牝2青鹿54 M．バルザローナ M・

Kenichiホールディング
 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 442± 01：10．91	 6．6�
（仏）

611 イワヌガハナ �2黒鹿55 松田 大作國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 462± 0 〃 クビ 8．7�
510 フォレスタレガーロ 牝2栗 54 松岡 正海 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 41：11．0	 42．4�
48 ハーティタイトル 牝2芦 54 田辺 裕信田畑 利彦氏 石毛 善彦 新ひだか 森 俊雄 458－ 61：11．21� 6．8�
12 アスカアンジュ 牝2青鹿54 田中 勝春上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 470＋ 61：12．26 49．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，657，800円 複勝： 25，659，800円 枠連： 12，980，400円
馬連： 35，564，800円 馬単： 19，651，400円 ワイド： 22，268，000円
3連複： 52，231，500円 3連単： 69，799，400円 計： 254，813，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 270円 � 800円 � 230円 枠 連（1－3） 1，800円

馬 連 �� 11，720円 馬 単 �� 19，210円

ワ イ ド �� 3，310円 �� 740円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 16，760円 3 連 単 ��� 107，210円

票 数

単勝票数 計 166578 的中 � 19274（4番人気）
複勝票数 計 256598 的中 � 25856（4番人気）� 7047（11番人気）� 32094（3番人気）
枠連票数 計 129804 的中 （1－3） 5563（8番人気）
馬連票数 計 355648 的中 �� 2351（38番人気）
馬単票数 計 196514 的中 �� 767（61番人気）
ワイド票数 計 222680 的中 �� 1683（36番人気）�� 8184（3番人気）�� 1741（35番人気）
3連複票数 計 522315 的中 ��� 2336（46番人気）
3連単票数 計 697994 的中 ��� 472（322番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―11．8―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．1―45．9―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲンキチハヤブサ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2014．6．28 阪神7着

2012．3．27生 �2栗 母 ラーチャプルック 母母 ス ー テ ィ ー 5戦1勝 賞金 8，300，000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 ポッドウェーブ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3204211月16日 晴 良 （26福島4）第4日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時35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

813 ロードグリッター 牡2栗 55 M．バルザローナ �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 478± 01：49．4 9．8�
（仏）

22 ウインエスパシオ 牡2青鹿55 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 ハクツ牧場 506± 0 〃 クビ 3．5�
11 オ フ ビ ー ト 牡2鹿 55 西田雄一郎松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 456＋101：49．5� 14．1�
711 レディームーン 牝2栗 54 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 平野牧場 402－ 4 〃 クビ 16．1�
34 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± 0 〃 ハナ 8．3�
57 アキトオリオン 牡2鹿 55 柴山 雄一岡田 昭利氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 496＋221：49．6クビ 3．2	
46 トミケンシェルフ 牡2栗 55 村田 一誠冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 476＋181：49．7� 156．7

814 タマモエトワール 牡2芦 55 田中 博康タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 488± 01：49．8クビ 37．1�
45 ハーツジュニア 牡2鹿 55 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 480± 0 〃 クビ 9．4�
33 モノクロームシチー 牡2芦 55 丸田 恭介 �友駿ホースクラブ 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 462－ 41：50．01� 22．5
610 マ ゼ ン タ 牡2鹿 55 川須 栄彦増田 和啓氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 438－141：50．53 39．7�
58 ムーンビューティ 牝2鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 前田 宗将 450＋18 〃 クビ 37．5�
69 ソヴリンマンボ 牡2青鹿 55

52 ▲原田 和真平岡 茂樹氏 谷原 義明 豊浦 飯原牧場 466－ 21：51．03 152．9�
712 カノンブルー 牝2鹿 54 黛 弘人 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 442＋ 21：51．1� 16．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，006，300円 複勝： 22，404，200円 枠連： 9，000，600円
馬連： 30，040，600円 馬単： 17，702，700円 ワイド： 17，286，500円
3連複： 36，827，200円 3連単： 58，673，600円 計： 206，941，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 320円 � 160円 � 340円 枠 連（2－8） 1，600円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 5，730円

ワ イ ド �� 830円 �� 2，810円 �� 790円

3 連 複 ��� 8，350円 3 連 単 ��� 32，470円

票 数

単勝票数 計 150063 的中 � 12144（5番人気）
複勝票数 計 224042 的中 � 15799（4番人気）� 46667（2番人気）� 14746（7番人気）
枠連票数 計 90006 的中 （2－8） 4345（7番人気）
馬連票数 計 300406 的中 �� 12785（6番人気）
馬単票数 計 177027 的中 �� 2317（21番人気）
ワイド票数 計 172865 的中 �� 5447（6番人気）�� 1510（36番人気）�� 5747（5番人気）
3連複票数 計 368272 的中 ��� 3304（32番人気）
3連単票数 計 586736 的中 ��� 1310（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．4―35．7―48．0―1：01．0―1：12．9―1：25．0―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードグリッター �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2014．7．6 中京11着

2012．4．28生 牡2栗 母 エイトディズアパート 母母 Raska 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 ウインエスパシオ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

ロードグリッター号の騎手M．バルザローナは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成26年11月22日から
平成26年11月23日まで騎乗停止。（被害馬：4番）

〔その他〕 ロードグリッター号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3204311月16日 晴 良 （26福島4）第4日 第7競走 1，150�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （ダート・右）

若手騎手，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

35 タッチシタイ 牡4栗 57
55 △松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 486＋ 21：08．9 1．6�

816 チェリーミルズ 牝4鹿 55
52 ▲小崎 綾也 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 41：09．0� 4．6�
24 クインズパール 牡3鹿 56 藤懸 貴志 �クイーンズ・ランチ 平田 修 新冠 隆栄牧場 534± 01：09．32 9．3�
612 サーシスリーフ 牡4鹿 57

55 △岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 B496＋ 21：09．4クビ 14．7�

47 � エルウェーオージャ �6青 57
54 ▲城戸 義政雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 478± 01：09．71� 33．3�

713 アワーズヒロイン 牝3鹿 54 花田 大昂ザ・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± 01：09．8� 138．4	

714 ミシックトウショウ 牝6鹿 55 西村 太一トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 452± 01：09．9� 43．1

59 ポ ロ タ ン 牝4鹿 55 森 一馬小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 450＋ 61：10．0� 58．6�
611 サマーハピネス 牝5鹿 55

54 ☆中井 裕二セゾンレースホース� 松元 茂樹 日高 下河辺牧場 500－ 21：10．1クビ 18．6�
12 � アイディンビュー 牝4鹿 55 平野 優米井 勝氏 的場 均 新ひだか 三木田牧場 480＋ 4 〃 クビ 235．7
36 オリエンタルエジル 牡4鹿 57

54 ▲原田 和真棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 492＋ 4 〃 ハナ 193．5�
48 ドナエテルニテ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁山田 貢一氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 444－ 61：10．2クビ 48．8�
23 ラッキーマイラブ 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹�ターフ・スポート鈴木 康弘 浦河 酒井牧場 474－ 41：10．3� 34．7�
815 スペクタキュラー 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也 H.H．シェイク・モハメド 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502＋ 6 〃 アタマ 56．7�

510 スノークラフト 牝5芦 55
52 ▲伴 啓太鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B462＋ 61：10．72� 26．0�

11 � カシノリーベ 牝3鹿 54 小野寺祐太柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 504＋ 81：11．65 342．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，976，000円 複勝： 33，577，300円 枠連： 10，466，900円
馬連： 31，840，000円 馬単： 23，562，600円 ワイド： 19，645，300円
3連複： 44，243，500円 3連単： 74，018，400円 計： 255，330，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 200円 枠 連（3－8） 350円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 190円 �� 380円 �� 970円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 3，630円

票 数

単勝票数 計 179760 的中 � 87821（1番人気）
複勝票数 計 335773 的中 � 194526（1番人気）� 42504（2番人気）� 17244（3番人気）
枠連票数 計 104669 的中 （3－8） 23027（1番人気）
馬連票数 計 318400 的中 �� 63559（1番人気）
馬単票数 計 235626 的中 �� 36350（1番人気）
ワイド票数 計 196453 的中 �� 33269（1番人気）�� 12310（3番人気）�� 4202（11番人気）
3連複票数 計 442435 的中 ��� 19522（3番人気）
3連単票数 計 740184 的中 ��� 14751（3番人気）

ハロンタイム 9．6―11．0―11．4―12．2―12．3―12．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．6―32．0―44．2―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タッチシタイ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．10．13 新潟12着

2010．3．27生 牡4栗 母 ジョウネツノアラシ 母母 クルンテープ 23戦3勝 賞金 37，750，000円
〔騎手変更〕 オリエンタルエジル号の騎手大江原圭は，第4競走での落馬負傷のため原田和真に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アスキットキング号・ユキノラムセス号

3204411月16日 曇 良 （26福島4）第4日 第8競走 ��
��2，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時35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
2：37．3
2：37．3

良
良

610 レイズアスピリット 牡3青 55 丸山 元気 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 466＋102：39．7 4．7�
22 アルティメイタム 牡3鹿 55 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 42：39．91� 5．3�
（仏）

34 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± 02：40．11� 16．2�

712 ストーリーセラー 牡3鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 508－ 22：40．2	 5．7�
46 
 セルリアンディンゴ 牡6黒鹿57 和田 竜二�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 488＋20 〃 クビ 19．6	
69 シークレットパス 牡3芦 55 田辺 裕信岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 82：40．3クビ 24．3

33 
 スリーヴェローチェ 牡5鹿 57

55 △岩崎 翼永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 472－ 22：40．51� 18．1�
45 ミッキーサクセス 牡4栗 57 菱田 裕二野田みづき氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 500± 02：40．6	 32．3�
57 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 458＋122：40．91� 9．1
813 ウインステージ 牝3栗 53 黛 弘人�ウイン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 384＋ 4 〃 クビ 7．7�
711� サトノフラクタル 牡3青鹿55 松田 大作里見 治氏 池江 泰寿 米 WinStar

Farm, LLC 484＋102：41．0	 9．5�
11 ステラストリーム 牡3黒鹿55 津村 明秀 �キャロットファーム 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 42：41．31� 21．1�
814 コスモミレディー 牝3栗 53 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 424± 02：41．4	 24．2�
58 カネトシエターナル 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太兼松 利男氏 武井 亮 新ひだか 土田 扶美子 444＋ 42：41．61 122．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，390，100円 複勝： 26，739，700円 枠連： 10，782，200円
馬連： 34，279，800円 馬単： 17，466，500円 ワイド： 19，312，500円
3連複： 46，851，100円 3連単： 65，943，000円 計： 236，764，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 230円 � 380円 枠 連（2－6） 1，220円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，160円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 7，240円 3 連 単 ��� 27，240円

票 数

単勝票数 計 153901 的中 � 26018（1番人気）
複勝票数 計 267397 的中 � 36810（2番人気）� 31747（4番人気）� 15863（7番人気）
枠連票数 計 107822 的中 （2－6） 6841（4番人気）
馬連票数 計 342798 的中 �� 17478（2番人気）
馬単票数 計 174665 的中 �� 5244（3番人気）
ワイド票数 計 193125 的中 �� 7774（3番人気）�� 4216（12番人気）�� 3142（19番人気）
3連複票数 計 468511 的中 ��� 4851（18番人気）
3連単票数 計 659430 的中 ��� 1755（44番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．4―12．4―12．3―12．6―12．7―13．0―12．2―12．0―12．1―11．6―12．0

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�
13．0―24．4―36．8―49．2―1：01．5―1：14．1―1：26．8―1：39．8―1：52．0―2：04．0―2：16．1―2：27．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レイズアスピリット �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．9．1 新潟5着

2011．4．20生 牡3青 母 ミラクルレイザー 母母 ジェイズミラクル 9戦2勝 賞金 18，663，000円
〔制裁〕 ストーリーセラー号の騎手柴山雄一は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・14番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 テナンゴ号・フジマサクラウン号
（非抽選馬） 4頭 テンカイチ号・ピーキー号・マイケルチョウサン号・ローリングストーン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3204511月16日 曇 良 （26福島4）第4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

510 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 B454＋ 21：08．7 5．4�

59 ディアゴッホ 牡3栗 56 田辺 裕信ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 518－ 21：08．91� 7．6�
816 シュナップス 牡4栗 57 丸山 元気藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 452－ 21：09．11� 7．3�
612 ラフジェントリー 牡4黒鹿57 津村 明秀今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B492－ 21：09．52� 14．9�
714 セイウンチカラ 牡4鹿 57 中谷 雄太西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 496± 0 〃 アタマ 3．0�
611 ギャラクシーエクス 牡3黒鹿 56

54 △松若 風馬 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 484＋14 〃 クビ 14．1	
12 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 582＋ 61：09．6� 25．3�
713 オリオンザプラズマ 牡4栗 57 田中 勝春平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 472＋141：09．7� 67．7�
48 ド ン マ ネ ー 牡4黒鹿 57

55 △岩崎 翼山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 466－ 4 〃 クビ 18．6
36 � 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 492＋101：09．91� 77．8�

11 ミキノグランプリ 牡3栗 56 和田 竜二谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 454＋ 21：10．0� 12．7�
815 ベストリーダー 牝3栗 54 菱田 裕二 �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± 01：10．21 37．5�
24 カ ッ サ イ 牡3鹿 56 M．バルザローナ�静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 492＋ 61：10．3クビ 15．3�

（仏）

23 ホワイトポピー 牝4芦 55 柴山 雄一楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 432＋ 21：10．4� 66．6�
47 ジェイケイホーム 牡4栃栗57 丸田 恭介小谷野次郎氏 本間 忍 新ひだか 池田牧場 472＋ 4 〃 ハナ 43．4�
35 シゲルビッチュウ 	3青鹿56 太宰 啓介森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 440＋121：11．46 128．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，921，000円 複勝： 31，391，100円 枠連： 13，678，200円
馬連： 42，731，800円 馬単： 21，729，300円 ワイド： 24，412，800円
3連複： 58，817，600円 3連単： 85，145，100円 計： 298，826，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 230円 � 170円 枠 連（5－5） 2，290円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 740円 �� 500円 �� 950円

3 連 複 ��� 3，580円 3 連 単 ��� 21，620円

票 数

単勝票数 計 209210 的中 � 30906（2番人気）
複勝票数 計 313911 的中 � 45464（3番人気）� 31948（4番人気）� 52127（2番人気）
枠連票数 計 136782 的中 （5－5） 4624（11番人気）
馬連票数 計 427318 的中 �� 15189（5番人気）
馬単票数 計 217293 的中 �� 4205（10番人気）
ワイド票数 計 244128 的中 �� 8388（5番人気）�� 13164（3番人気）�� 6398（7番人気）
3連複票数 計 588176 的中 ��� 12298（4番人気）
3連単票数 計 851451 的中 ��� 2854（30番人気）

ハロンタイム 9．4―10．9―10．9―12．1―12．4―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．3―31．2―43．3―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ リ ュ ム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Peintre Celebre デビュー 2011．11．5 京都2着

2009．3．29生 牝5栗 母 ピューリティー 母母 Pariana 20戦3勝 賞金 40，484，000円
〔制裁〕 セイウンチカラ号の騎手中谷雄太は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：15番・11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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジャストフレンズ号
（非抽選馬） 1頭 タマモユウトウセイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3204611月16日 曇 良 （26福島4）第4日 第10競走 ��
��1，200�福島2歳ステークス

発走14時40分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

福島馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．6
1：07．8

良
良

612 ペイシャオブロー 牡2鹿 56 柴山 雄一北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 482－ 81：08．5レコード 11．9�
23 ヴァリアントアロー 牡2鹿 55 田辺 裕信�ラ・メール 田村 康仁 平取 川向高橋育

成牧場 478－ 21：08．6� 8．6�
35 アルマクレヨン 牡2栗 55 松田 大作コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 静内酒井牧場 468± 01：08．7	 14．3�
48 トロピカルガーデン 牝2鹿 54 津村 明秀田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 466－ 6 〃 クビ 7．3�
11 アミーキティア 牝2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 450＋ 21：08．8クビ 9．1�
36 リッパーザウィン 牡2栗 55 菱田 裕二�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 484－101：08．9� 4．5	
815 グランドポピー 牝2栗 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 462－101：09．11� 6．4

59 ノーブルヴィーナス 牝2黒鹿54 丸山 元気吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 服部 牧場 436－ 81：09．31
 21．8�
47 トーセンペンタゴン 牡2青 55 武士沢友治島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B470＋ 41：09．4� 6．3
24 ショウナンライコウ 牡2鹿 55 田中 勝春国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 486－ 41：09．61� 29．1�
713 クラウンノキミ 牡2黒鹿55 村田 一誠�クラウン 金成 貴史 新ひだか 出羽牧場 478－ 21：09．81� 22．5�
12 グラスエトワール 牝2鹿 54 松若 風馬半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 458＋ 81：09．9クビ 76．4�
611 ヴィクトリースノー 牝2芦 54 西田雄一郎古賀 慎一氏 武井 亮 日高 大江牧場 394＋ 81：10．43 43．4�
714 ヒマラヤテンカ 牝2青 54 岩崎 翼辻 大作氏 小桧山 悟 熊本 片山 建治 462－ 21：11．25 148．6�
510� ハタノヴォラーレ 牡2鹿 55 M．バルザローナ �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 434＋ 41：12．15 88．7�
（仏）

816 ハタノガイスト 牡2鹿 55 松岡 正海 �グッドラック・ファーム 小島 太 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 424＋ 41：12．63 38．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，874，100円 複勝： 36，366，200円 枠連： 18，370，800円
馬連： 62，167，500円 馬単： 31，496，100円 ワイド： 30，884，100円
3連複： 83，299，900円 3連単： 122，593，800円 計： 410，052，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 370円 � 340円 � 560円 枠 連（2－6） 2，800円

馬 連 �� 6，150円 馬 単 �� 11，410円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 2，600円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 30，030円 3 連 単 ��� 142，660円

票 数

単勝票数 計 248741 的中 � 16716（7番人気）
複勝票数 計 363662 的中 � 26757（7番人気）� 29406（5番人気）� 16137（9番人気）
枠連票数 計 183708 的中 （2－6） 5071（15番人気）
馬連票数 計 621675 的中 �� 7830（25番人気）
馬単票数 計 314961 的中 �� 2069（49番人気）
ワイド票数 計 308841 的中 �� 3537（26番人気）�� 3054（34番人気）�� 3651（25番人気）
3連複票数 計 832999 的中 ��� 2080（107番人気）
3連単票数 計1225938 的中 ��� 623（503番人気）

ハロンタイム 11．6―10．4―10．8―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．0―32．8―44．6―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャオブロー �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．7．12 函館7着

2012．3．12生 牡2鹿 母 ダンスレッスン 母母 スーパーアイドル 6戦3勝 賞金 35，693，000円
〔その他〕 ハタノヴォラーレ号・ハタノガイスト号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除

外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3204711月16日 曇 良 （26福島4）第4日 第11競走
第50回農林水産省賞典

��
��2，000�福 島 記 念（ＧⅢ）

発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，25．11．9以降26．11．9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

農林水産大臣賞・福島県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

11 ミ ト ラ �6黒鹿56 M．バルザローナ 吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：58．1 9．8�
（仏）

59 フラアンジェリコ 牡6栗 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：58．31� 40．3�
24 メイショウナルト �6鹿 57．5 田辺 裕信松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 454＋ 21：58．51 5．2�
35 フィロパトール 牝5鹿 52 津村 明秀高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 472＋ 61：58．71� 30．7�
48 ナカヤマナイト 牡6栗 57 田中 勝春和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 494－ 2 〃 クビ 10．5�
611 アロマカフェ 牡7黒鹿55 和田 竜二西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 482± 01：58．91� 8．1	
714 リルダヴァル 牡7栗 56 村田 一誠 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 514＋101：59．21	 63．6

36 ムーンリットレイク 牡6鹿 56 丸山 元気 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 ハナ 14．2�
816 サクラアルディート 牡6鹿 56 菱田 裕二�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 484－ 41：59．3
 18．4
510 マジェスティハーツ 牡4鹿 56 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 496－ 2 〃 ハナ 7．4�
713� アンコイルド 牡5鹿 56 松田 大作�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC 498＋ 81：59．4
 23．5�
815 ウインマーレライ 牡3黒鹿54 松岡 正海�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 508＋12 〃 ハナ 6．9�
612 トーセンジャガー 牡6青 54 武士沢友治島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 490± 01：59．5	 26．3�
12 コスモバルバラ 牝5黒鹿50 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 62：00．13
 85．2�
47 ミキノバンジョー 牡7鹿 54 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 514－ 42：00．31
 44．2�
23 ダイワファルコン 牡7鹿 58 川須 栄彦大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 512－ 82：00．61	 6．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，095，000円 複勝： 104，736，900円 枠連： 70，655，600円
馬連： 317，859，900円 馬単： 126，223，400円 ワイド： 120，475，000円
3連複： 458，447，000円 3連単： 643，887，200円 計： 1，920，380，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 350円 � 740円 � 200円 枠 連（1－5） 3，750円

馬 連 �� 20，960円 馬 単 �� 36，620円

ワ イ ド �� 5，740円 �� 1，270円 �� 4，530円

3 連 複 ��� 51，600円 3 連 単 ��� 360，750円

票 数

単勝票数 計 780950 的中 � 63141（6番人気）
複勝票数 計1047369 的中 � 74581（6番人気）� 31237（13番人気）� 162280（1番人気）
枠連票数 計 706556 的中 （1－5） 14594（20番人気）
馬連票数 計3178599 的中 �� 11752（70番人気）
馬単票数 計1262234 的中 �� 2585（132番人気）
ワイド票数 計1204750 的中 �� 5322（73番人気）�� 25267（9番人気）�� 6760（64番人気）
3連複票数 計4584470 的中 ��� 6663（189番人気）
3連単票数 計6438872 的中 ��� 1294（1257番人気）

ハロンタイム 11．8―11．1―11．9―12．3―12．3―12．2―11．8―11．7―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
11．8―22．9―34．8―47．1―59．4―1：11．6―1：23．4―1：35．1―1：46．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミ ト ラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．11．20 東京12着

2008．4．11生 �6黒鹿 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 20戦8勝 賞金 166，398，000円
〔制裁〕 ムーンリットレイク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過怠金30，000円。（被害馬：7番・13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 エックスマーク号・オーブルチェフ号・サトノシュレン号・シゲルササグリ号・ブロードスター号・

マックスドリーム号・メイショウサミット号・ルナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3204811月16日 曇 良 （26福島4）第4日 第12競走 ��
��1，200�

そ う ま

相 馬 特 別
発走15時55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 553，000円 158，000円 79，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

24 ハ ッ シ ュ 牝3芦 54 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470－ 81：09．0 4．0�

59 � グレンデール 牡3鹿 56 松田 大作日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 中村 和夫 478± 01：09．21	 155．4�
48 トップルビー 牝6黒鹿55 小崎 綾也�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 450－ 21：09．41
 9．6�
815 サザンライツ 牡3鹿 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 池上 昌弘 安平 追分ファーム 500－ 21：09．5クビ 4．7�
47 ヒシワイルド 牡5鹿 57 村田 一誠阿部 雅英氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 482± 0 〃 クビ 38．7�
714 ボストンサクラ 牝5黒鹿55 和田 竜二ボストンホース	 岩元 市三 浦河 宮内牧場 448± 01：09．6クビ 24．8

35 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 432－ 21：09．7
 82．5�
611 ゴールドアロー 牡3栗 56 丸山 元気	ラ・メール 奥村 武 新ひだか 前川 隆則 510＋ 8 〃 アタマ 36．5�
11 ダンツアトラス 牡4鹿 57 高倉 稜山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 482＋10 〃 クビ 11．2
23 ラ パ ー ジ ュ 牝5青鹿55 田辺 裕信 	ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 462－ 61：09．8� 6．2�
36 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± 01：09．9クビ 15．3�
12 ユキノマルガリータ 牝4鹿 55 丸田 恭介井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 6 〃 アタマ 99．2�
713 ナ ン プ ー 牡4鹿 57 M．バルザローナ 蛭川 年明氏 中内田充正 新ひだか 田中 春美 482＋ 2 〃 アタマ 15．5�

（仏）

612 ブルーヴァルキリー 牝3栗 54 藤懸 貴志 	ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 438± 01：10．0� 58．1�
510 グレイスフルデイズ �4芦 57 太宰 啓介 	グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 486＋ 21：10．21 28．3�
816 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± 01：11．9大差 7．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，538，200円 複勝： 41，237，800円 枠連： 26，552，200円
馬連： 70，474，200円 馬単： 35，211，500円 ワイド： 33，916，600円
3連複： 92，572，500円 3連単： 142，692，600円 計： 471，195，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 210円 � 2，400円 � 330円 枠 連（2－5） 4，140円

馬 連 �� 33，380円 馬 単 �� 44，910円

ワ イ ド �� 13，160円 �� 910円 �� 14，900円

3 連 複 ��� 121，590円 3 連 単 ��� 685，110円

票 数

単勝票数 計 285382 的中 � 56022（1番人気）
複勝票数 計 412378 的中 � 63444（2番人気）� 3580（15番人気）� 32947（5番人気）
枠連票数 計 265522 的中 （2－5） 4962（15番人気）
馬連票数 計 704742 的中 �� 1636（79番人気）
馬単票数 計 352115 的中 �� 588（135番人気）
ワイド票数 計 339166 的中 �� 647（89番人気）�� 10156（8番人気）�� 571（94番人気）
3連複票数 計 925725 的中 ��� 571（274番人気）
3連単票数 計1426926 的中 ��� 151（1531番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．1―11．5―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．0―45．5―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ッ シ ュ �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．6 中京4着

2011．3．30生 牝3芦 母 サ イ レ ン ト 母母 ラ イ ー ル 10戦2勝 賞金 21，621，000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 ルネッタアスール号
（非抽選馬） 1頭 パッシオーネラヴィ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３レース目



（26福島4）第4日 11月16日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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

227，180，000円
5，440，000円
2，140，000円
20，840，000円
66，680，000円
5，792，800円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
271，544，600円
410，003，200円
207，282，000円
730，453，700円
359，517，700円
350，669，200円
1，020，632，200円
1，476，287，800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 4，826，390，400円

総入場人員 15，503名 （有料入場人員 11，520名）



平成26年度 第4回福島競馬 総計

競走回数 48回 出走延頭数 721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

745，180，000円
2，080，000円
22，270，000円
7，521，000円
67，940，000円
256，601，500円
23，007，800円
6，921，600円

勝馬投票券売得金
904，147，700円
1，327，182，800円
648，747，100円
2，147，775，400円
1，161，216，400円
1，069，211，400円
2，904，727，400円
4，463，738，000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 14，626，746，200円

総入場延人員 38，782名 （有料入場延人員 29，045名）
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