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2903710月26日 晴 良 （26福島3）第4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）
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

36 � ウ リ ボ ー 牡2栗 55
54 ☆中井 裕二冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-

les S. Giles 508＋ 21：09．3 2．2�
59 トウショウカウント 牡2栗 55 丸田 恭介トウショウ産業� 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 492＋ 21：09．93� 5．3�
11 オルフィーク 牝2青鹿54 武士沢友治加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 472－ 2 〃 アタマ 4．3�
612 タケルラグーン 牡2鹿 55 勝浦 正樹森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 460＋101：10．53� 10．6�
48 トリアンドルス 牝2栗 54 川須 栄彦ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 446＋ 41：10．82 8．7�
24 シゲルオハシリサン 牡2鹿 55 秋山真一郎森中 蕃氏 飯田 祐史 新ひだか 三石川上牧場 458＋ 81：11．12 38．9	
815 セイウンアワード 牡2鹿 55

53 △松若 風馬西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 B512＋ 81：11．31	 29．3

23 サノノゲーム 牡2青鹿 55

52 ▲石川裕紀人ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 新ひだか 荒木 貴宏 410－ 41：11．62 177．0�
713 ペイシャンスイット 牡2青鹿 55

52 ▲長岡 禎仁北所 直人氏 高市 圭二 えりも 上島牧場 464± 0 〃 アタマ 41．9�
611 デルマゴシンゾサン 牝2栗 54

51 ▲原田 和真浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 400± 01：11．91
 53．4
816 ユキノマイクイーン 牝2芦 54

51 ▲伴 啓太福田 光博氏 加藤 和宏 様似 髙村 伸一 422± 01：12．22 198．7�
510 カンタベリーヒメ 牝2鹿 54 西田雄一郎峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 452－ 21：12．3クビ 179．0�
35 キタノスバル 牡2栗 55

52 ▲井上 敏樹北所 直人氏 本間 忍 日高 本間牧場 406－101：12．61
 133．4�
47 ツ バ サ 牝2芦 54 五十嵐雄祐鹽田 久義氏 浅野洋一郎 日高 門別 正 428－ 21：12．7クビ 216．8�
714 シーキングザライト 牡2鹿 55

52 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 上原 博之 清水 小野瀬 晃司 464＋101：13．12� 20．5�
12 サンコールドウェル 牡2鹿 55

52 ▲城戸 義政加藤 信之氏 的場 均 日高 シンボリ牧場 470＋ 81：13．2� 235．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 11，926，700円 複勝： 19，491，100円 枠連： 7，520，500円
馬連： 27，331，000円 馬単： 18，702，900円 ワイド： 15，859，400円
3連複： 37，432，100円 3連単： 59，375，100円 計： 197，638，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（3－5） 480円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 200円 �� 220円 �� 260円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 2，080円

票 数

単勝票数 計 119267 的中 � 41871（1番人気）
複勝票数 計 194911 的中 � 50512（1番人気）� 42399（2番人気）� 32216（3番人気）
枠連票数 計 75205 的中 （3－5） 11987（1番人気）
馬連票数 計 273310 的中 �� 40079（2番人気）
馬単票数 計 187029 的中 �� 15757（1番人気）
ワイド票数 計 158594 的中 �� 20588（1番人気）�� 18918（2番人気）�� 14488（3番人気）
3連複票数 計 374321 的中 ��� 45637（1番人気）
3連単票数 計 593751 的中 ��� 20685（1番人気）

ハロンタイム 9．7―10．9―11．4―12．0―12．3―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．6―32．0―44．0―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウ リ ボ ー �
�
父 Midshipman �

�
母父 Honor Grades デビュー 2014．7．27 中京8着

2012．2．2生 牡2栗 母 Honorable Peace 母母 Ataentsic 4戦1勝 賞金 7，500，000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 トミケンモヴェール号・ミックトゥルース号

2903810月26日 晴 良 （26福島3）第4日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時15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
1：48．2
1：45．9

良
良

24 グリシーヌシチー 牝2鹿 54
51 ▲石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 442－121：50．5 1．9�

36 レーヴラヴィッサン 牝2鹿 54 丸田 恭介佐々木雄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 土田農場 444± 01：50．92� 7．2�
611 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 440＋ 2 〃 ハナ 34．9�
11 ゴールデンボーダー 牝2栗 54 川須 栄彦下河辺隆行氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 452－ 8 〃 クビ 27．0�
815 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 406－ 21：51．0クビ 89．2�
510 ダンスアンドボイス 牝2鹿 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 454＋ 4 〃 クビ 110．8

35 ミヤコエンパイア 牝2鹿 54 国分 優作吉田喜代司氏 土田 稔 日高 道見牧場 458－ 21：51．1クビ 41．3�
23 アプリケーション 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也石川 貴久氏 武井 亮 熊本 本田 土寿 424＋ 2 〃 クビ 342．0�
714 ゼイロングトゥビー 牝2青鹿54 杉原 誠人加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 412＋ 41：51．2� 17．9
816 ウインフォーエバー 牝2鹿 54 丹内 祐次�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 454－ 4 〃 ハナ 15．0�
713 エスティエッキー 牝2黒鹿54 丸山 元気 	エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 436± 0 〃 クビ 8．4�
59 トラストルシファー 牝2鹿 54 松田 大作菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 466＋ 21：51．3クビ 6．3�
48 フローリアンヌ 牝2栗 54

52 △岩崎 翼吉田 千津氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 450＋ 21：51．51� 14．9�
612 ノンリケット 牝2栗 54

51 ▲小崎 綾也大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 藤沢牧場 422－141：51．71� 94．4�
12 ファストクリス 牝2鹿 54 津村 明秀飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 430－ 6 〃 クビ 200．2�
47 アヴェントゥリーナ 牝2栗 54 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 426－121：51．91� 78．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，495，700円 複勝： 21，490，100円 枠連： 8，418，300円
馬連： 26，684，300円 馬単： 17，114，600円 ワイド： 16，125，800円
3連複： 37，263，000円 3連単： 54，870，900円 計： 196，462，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 190円 � 660円 枠 連（2－3） 710円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，220円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 5，740円 3 連 単 ��� 18，450円

票 数

単勝票数 計 144957 的中 � 58470（1番人気）
複勝票数 計 214901 的中 � 57795（1番人気）� 28268（3番人気）� 5580（10番人気）
枠連票数 計 84183 的中 （2－3） 9149（2番人気）
馬連票数 計 266843 的中 �� 26985（1番人気）
馬単票数 計 171146 的中 �� 11102（3番人気）
ワイド票数 計 161258 的中 �� 13849（1番人気）�� 3201（14番人気）�� 1671（24番人気）
3連複票数 計 372630 的中 ��� 4863（15番人気）
3連単票数 計 548709 的中 ��� 2156（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．1―50．4―1：03．7―1：16．1―1：27．7―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グリシーヌシチー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2014．6．14 東京5着

2012．3．16生 牝2鹿 母 シェナンドアリバー 母母 ア リ シ ー ナ 4戦1勝 賞金 8，200，000円
〔発走状況〕 トラストルシファー号は，枠入り不良。

第３回 福島競馬 第４日



2903910月26日 晴 良 （26福島3）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

33 モンプレジール 牡4鹿 57 西田雄一郎平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B450－ 21：46．8 12．8�
813 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 498－10 〃 クビ 18．1�
11 トウカイエントリー 牡3栗 55 勝浦 正樹内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 486＋ 61：46．9クビ 2．8�
45 ローレルアルトス 牡4黒鹿57 丸山 元気 �ローレルレーシング 武井 亮 青森 ワールドファーム 480－101：47．22 18．1�
610 ア チ ー ヴ 牡4黒鹿57 秋山真一郎前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 464－ 4 〃 クビ 17．1	
46 ダンツトーラス 牡3栗 55

52 ▲小崎 綾也山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 水上 習孝 510± 01：47．41� 3．7

69 ゲームフェイス 牡4芦 57 松田 大作宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 568＋221：47．61� 7．0�
22 ニューハウン 牡4鹿 57 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 520－ 81：47．7クビ 5．4�
712� エヴリシーズン 牡4鹿 57

55 △岩崎 翼飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 442－ 2 〃 クビ 42．0
57 ジュガンティーヤ 牡3青 55

52 ▲石川裕紀人�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B524＋ 41：48．23 108．9�
814� クルトメッシュ 牡4黒鹿57 黛 弘人�G1レーシング 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 482－ 41：48．73 155．8�
34 � マヴェリックブルー 牡4栗 57 国分 優作 �ブルーマネジメント藤沢 則雄 浦河 馬道 繁樹 426－ 21：49．23 234．0�
58 ゼンノブショウ 牡3鹿 55

52 ▲長岡 禎仁ホースアディクト高橋 文雅 浦河 杵臼斉藤牧場 442＋ 21：50．26 87．8�
711� ラブインザミスト 牝4黒鹿 55

52 ▲原田 和真宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 500－161：53．9大差 377．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，270，600円 複勝： 22，448，100円 枠連： 8，285，500円
馬連： 27，397，400円 馬単： 17，686，100円 ワイド： 16，202，700円
3連複： 37，976，500円 3連単： 55，789，400円 計： 201，056，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 350円 � 470円 � 150円 枠 連（3－8） 8，360円

馬 連 �� 13，520円 馬 単 �� 22，670円

ワ イ ド �� 3，250円 �� 910円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 11，320円 3 連 単 ��� 109，910円

票 数

単勝票数 計 152706 的中 � 9535（5番人気）
複勝票数 計 224481 的中 � 14453（6番人気）� 10064（8番人気）� 51338（1番人気）
枠連票数 計 82855 的中 （3－8） 768（23番人気）
馬連票数 計 273974 的中 �� 1570（32番人気）
馬単票数 計 176861 的中 �� 585（62番人気）
ワイド票数 計 162027 的中 �� 1239（31番人気）�� 4685（11番人気）�� 3799（17番人気）
3連複票数 計 379765 的中 ��� 2514（42番人気）
3連単票数 計 557894 的中 ��� 368（321番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．8―44．0―57．0―1：09．0―1：21．7―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モンプレジール �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．1．19 中山7着

2010．5．4生 牡4鹿 母 ウィスキーカラー 母母 オールウエイズアロン 21戦2勝 賞金 17，560，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブインザミスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月26日まで平地
競走に出走できない。

2904010月26日 晴 良 （26福島3）第4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 メイショウムシャ 牡4黒鹿60 森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 504＋ 62：59．6 2．3�
711 ドリームヒーロー 牡7青鹿60 北沢 伸也田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 464＋ 6 〃 ハナ 6．6�
610 オ ー パ ル ス �6芦 60 横山 義行広尾レース� 伊藤 正徳 新ひだか 大典牧場 496－ 43：00．98 12．6�
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＋ 63：03．1大差 18．9�
69 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 486－103：03．31� 5．3�
814	 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－ 43：03．4
 22．6	
45 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 482－ 43：04．03
 37．5

22 スリーロンドン 牡3栗 58 大江原 圭永井商事� 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 456± 03：04．21
 65．5�
57 スズカホープ �6鹿 60 高野 和馬永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 494－ 83：05．15 35．0�
58 コウヨウレジェンド �6鹿 60 石神 深一寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 502± 03：05．63 6．7
34 ブリリアントダンス 牡4鹿 60 山本 康志鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 498＋123：06．77 16．4�
813 ボンジュールショウ 牡3芦 58 五十嵐雄祐田中善次郎氏 天間 昭一 日高 坂 牧場 438－ 83：13．1大差 116．1�
33 ヘンリーフォンテン 牡5鹿 60 蓑島 靖典吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 472－ 83：13．2クビ 129．7�
712 ライクアラヴァー 牝3栗 56 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 真歌田中牧場 416－10 （競走中止） 180．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，125，200円 複勝： 14，665，000円 枠連： 9，227，000円
馬連： 23，056，300円 馬単： 15，982，700円 ワイド： 13，155，500円
3連複： 36，196，000円 3連単： 52，379，400円 計： 177，787，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 210円 � 200円 枠 連（1－7） 850円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 440円 �� 520円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 7，310円

票 数

単勝票数 計 131252 的中 � 45629（1番人気）
複勝票数 計 146650 的中 � 33899（1番人気）� 15576（4番人気）� 16886（3番人気）
枠連票数 計 92270 的中 （1－7） 8365（3番人気）
馬連票数 計 230563 的中 �� 20690（2番人気）
馬単票数 計 159827 的中 �� 10083（2番人気）
ワイド票数 計 131555 的中 �� 7960（3番人気）�� 6565（4番人気）�� 2698（15番人気）
3連複票数 計 361960 的中 ��� 11332（6番人気）
3連単票数 計 523794 的中 ��� 5191（9番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 52．7－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウムシャ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．4．7 阪神12着

2010．5．1生 牡4黒鹿 母 メイショウオスカル 母母 メイショウヤヨイ 障害：5戦1勝 賞金 13，400，000円
〔発走状況〕 ボンジュールショウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ライクアラヴァー号は，1周目1号障害〔ハードル〕飛越の際にバランスをくずし，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 メイショウムシャ号の騎手森一馬は，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30，000円。（被害馬：11番）

ドリームヒーロー号の騎手北沢伸也は，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：1番）



2904110月26日 晴 良 （26福島3）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）
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
1：08．6
1：07．8

良
良

59 ゴールドペガサス 牡2鹿 55 宮崎 北斗 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 466 ―1：09．2 2．7�
612 デルマジュゲム 牡2黒鹿 55

52 ▲石川裕紀人浅沼 廣幸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 470 ―1：09．52 41．2�
713 カ レ リ ア 牝2栃栗 54

51 ▲木幡 初也 H.R.H．プリンセス・ハヤ 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 442 ―1：09．71� 6．3�

816 トーセンコスモ 牡2青 55 菅原 隆一島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 468 ― 〃 ハナ 31．4�

24 カプリオーレ 牝2黒鹿 54
52 △岩崎 翼 	ローレルレーシング 佐々木晶三 新冠 村上 欽哉 434 ―1：09．91� 9．6


47 ダイシンバルカン 牡2鹿 55 松田 大作大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 474 ―1：10．0クビ 4．8�

611 ハイピュアリティ 牝2鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 464 ―1：10．1� 11．9�
36 ワンダーセーハ 牝2栗 54 丸山 元気�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 438 ―1：10．31� 94．1
35 ケイツーミネルバ 牝2芦 54 津村 明秀楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 浦河 大島牧場 414 ―1：10．4� 8．5�
48 フ ェ ー ビ ー 牝2鹿 54 平野 優鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 鎌田 正嗣 424 ―1：10．5クビ 156．2�
23 マテルドロローザ 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 422 ―1：10．6	 32．3�
815 アドゥナステラ 牝2栗 54

51 ▲長岡 禎仁清水 敏氏 宗像 義忠 新ひだか 橋本牧場 384 ―1：11．02� 159．2�
510 マインドブロウ 牡2栗 55 的場 勇人林 勝宗氏 的場 均 日高 白瀬 盛雄 492 ―1：11．32 16．5�
12 ハッピーホリハル 牝2鹿 54

51 ▲小崎 綾也堀口 晴男氏 星野 忍 新冠 新冠伊藤牧場 458 ―1：12．57 73．2�
714 フ ク ム ス メ 牝2鹿 54 武士沢友治西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 荒谷 輝和 418 ―1：17．4大差 45．8�
11 シャトージョイナー 牝2黒鹿54 大江原 圭円城 幸男氏 根本 康広 新冠 佐藤 静子 392 ―1：19．3大差 239．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，296，400円 複勝： 20，102，600円 枠連： 10，634，600円
馬連： 27，246，400円 馬単： 17，990，900円 ワイド： 16，788，100円
3連複： 40，988，300円 3連単： 54，710，600円 計： 202，757，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 630円 � 190円 枠 連（5－6） 1，240円

馬 連 �� 5，020円 馬 単 �� 7，770円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 450円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 11，360円 3 連 単 ��� 55，390円

票 数

単勝票数 計 142964 的中 � 42116（1番人気）
複勝票数 計 201026 的中 � 49784（1番人気）� 5679（10番人気）� 26926（3番人気）
枠連票数 計 106346 的中 （5－6） 6626（5番人気）
馬連票数 計 272464 的中 �� 4202（20番人気）
馬単票数 計 179909 的中 �� 1735（30番人気）
ワイド票数 計 167881 的中 �� 2166（21番人気）�� 10457（3番人気）�� 1143（34番人気）
3連複票数 計 409883 的中 ��� 2706（36番人気）
3連単票数 計 547106 的中 ��� 716（180番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．0―11．7―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―33．9―45．6―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドペガサス �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 ラストタイクーン 初出走

2012．4．19生 牡2鹿 母 フォーモーション 母母 スルーシーツー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ダイシンバルカン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フクムスメ号・シャトージョイナー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月

26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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 コウユーココロザシ号・サクラエクレール号・シャイントラベラー号・メテオユニバンス号・ラウレアプリティ号・

リターンエース号・ルイヴィルリップ号・ローズオブウィル号

2904210月26日 晴 良 （26福島3）第4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

56 リアルエンブレム 牡4鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 武井 亮 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B512－ 41：45．6 11．5�

57 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 544－ 41：46．45 1．7�

69 プラウドウルフ 牡3栃栗 55
52 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 21：47．03� 70．7�

711 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 528＋ 81：47．1クビ 7．5�
812 シャドウシティー 牡3鹿 55 松田 大作飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 クビ 4．2	
68 � プ ラ ス ワ ン 牡3栗 55 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 青森 太田ファーム 450－131：47．2クビ 55．2

813 トウショウアミラル 牡4黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466－ 21：47．3� 97．5�
22 � ワンダーストラ 牡7栗 57 国分 優作山本 信行氏 梅内 忍 浦河 林 孝輝 498－ 21：47．72� 42．1�
45 ゼンノコンゴウ 牡4栗 57

54 ▲長岡 禎仁吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 村上 欽哉 490± 01：47．91� 13．5
710 ペガサスヒルズ 牡7栗 57

55 △松若 風馬吉村 敏治氏 �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 B486－ 41：48．0クビ 61．4�
44 メイショウエジソン 牡4栗 57 高倉 稜松本 和子氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 468＋ 41：48．32 61．0�
33 オ ク リ モ ノ 牝3栗 53 津村 明秀�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 476－ 41：48．83 17．7�
11 � ケイツーウラノス 牡3鹿 55 黛 弘人楠本 勝美氏 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 460－ 41：49．01	 225．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，036，500円 複勝： 44，284，700円 枠連： 7，930，300円
馬連： 26，401，400円 馬単： 20，542，200円 ワイド： 15，891，100円
3連複： 37，322，400円 3連単： 70，415，400円 計： 236，824，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 280円 � 110円 � 790円 枠 連（5－5） 1，340円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 500円 �� 7，160円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 14，100円 3 連 単 ��� 94，360円

票 数

単勝票数 計 140365 的中 � 9692（4番人気）
複勝票数 計 442847 的中 � 14351（5番人気）� 315135（1番人気）� 4084（9番人気）
枠連票数 計 79303 的中 （5－5） 4582（6番人気）
馬連票数 計 264014 的中 �� 14853（5番人気）
馬単票数 計 205422 的中 �� 4970（8番人気）
ワイド票数 計 158911 的中 �� 8744（5番人気）�� 532（48番人気）�� 3766（9番人気）
3連複票数 計 373224 的中 ��� 1984（38番人気）
3連単票数 計 704154 的中 ��� 541（221番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―12．4―12．8―12．6―12．0―12．1―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．8―43．6―56．2―1：08．2―1：20．3―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リアルエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．23 中山4着

2010．4．1生 牡4鹿 母 サルヴァドール 母母 カ リ テ ィ バ 7戦2勝 賞金 12，800，000円
［他本会外：1戦1勝］



2904310月26日 晴 良 （26福島3）第4日 第7競走 ��2，600�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54�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

710 ナンヨーケンゴー �4鹿 57 丸山 元気中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 482＋ 62：37．6 6．6�
45 ウインステージ 牝3栗 52 黛 弘人�ウイン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 380－162：37．7� 7．8�
57 スズカローラー 牝3鹿 52 秋山真一郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 452± 02：37．91� 2．4�
711 ダンツキャッチ �3鹿 54 津村 明秀山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 502＋ 22：38．64 18．1�
22 	 ジンライムデザイア 牡3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 462＋ 42：38．81� 49．8�
68 ショウナンアバロン �3鹿 54 松田 大作国本 哲秀氏 武市 康男 新ひだか 西村 和夫 B440± 0 〃 クビ 9．6	
11 	 テ ナ ン ゴ 牡4芦 57

54 ▲小崎 綾也林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 484＋122：39．12 36．1

56 クリノメダリスト 牝8栗 55 大江原 圭髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 454－ 42：39．52� 45．6�
813 タイヨウロマン 牡3栗 54 五十嵐雄祐太陽光� 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 446－122：39．92� 155．9�
69 ケンブリッジベスト 牡3黒鹿54 石神 深一中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 470± 02：40．43 66．1
812 ダベンポート �3栗 54

51 ▲原田 和真北洋レーシング 天間 昭一 浦河 岡本 昌市 490± 02：41．14 46．9�
33 ブルーホール 牡3青鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 444－ 22：42．16 5．4�
44 コスモナーダム 牡3栗 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 池上 昌弘 新ひだか 出羽牧場 480± 02：47．1大差 9．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，520，200円 複勝： 20，197，400円 枠連： 8，370，600円
馬連： 26，954，600円 馬単： 18，076，400円 ワイド： 15，615，900円
3連複： 35，345，200円 3連単： 58，948，900円 計： 199，029，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 180円 � 220円 � 120円 枠 連（4－7） 1，090円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 4，870円

ワ イ ド �� 830円 �� 370円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 20，130円

票 数

単勝票数 計 155202 的中 � 18677（3番人気）
複勝票数 計 201974 的中 � 24908（3番人気）� 18143（5番人気）� 60710（1番人気）
枠連票数 計 83706 的中 （4－7） 5919（5番人気）
馬連票数 計 269546 的中 �� 7657（8番人気）
馬単票数 計 180764 的中 �� 2779（12番人気）
ワイド票数 計 156159 的中 �� 4526（10番人気）�� 11409（2番人気）�� 8381（5番人気）
3連複票数 計 353452 的中 ��� 11309（5番人気）
3連単票数 計 589489 的中 ��� 2123（54番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．5―12．1―12．8―11．5―12．8―13．2―12．7―12．2―12．0―11．5―12．2

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�
12．4―23．1―34．6―46．7―59．5―1：11．0―1：23．8―1：37．0―1：49．7―2：01．9―2：13．9―2：25．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．9―3F35．7
1
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナンヨーケンゴー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．7．22 新潟1着

2010．3．13生 �4鹿 母 ブーケティアラ 母母 シンフォニーレディ 22戦3勝 賞金 36，773，000円
〔制裁〕 ナンヨーケンゴー号の騎手丸山元気は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモナーダム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月26日まで平地

競走に出走できない。

2904410月26日 晴 良 （26福島3）第4日 第8競走 1，150�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
1：06．9
1：06．9

良
良

612 ヒカリブランデー 牡3鹿 55
52 ▲原田 和真�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 482± 01：08．9 5．8�

36 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 484＋ 2 〃 クビ 1．7�

47 ヤマニンアタシャン 牝3鹿 53 伊藤 工真土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 412－10 〃 ハナ 9．7�
816 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 502＋ 21：09．22 61．0�
59 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 B456－ 41：09．41 65．4�
714 フィンデルムンド 牡6鹿 57

54 ▲石川裕紀人 	サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム B482± 0 〃 ハナ 8．8

12 ガッダムアスカ 牝5芦 55 嶋田 純次神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 460－ 2 〃 クビ 44．0�
35 ドラゴンビューティ 牡4鹿 57

55 △岩崎 翼 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 502－111：09．5� 33．6�
510 アポロオオジャ 牡3栗 55

52 ▲長岡 禎仁アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 森永 睦夫 446－ 2 〃 ハナ 14．6
611 ニシノイナズマ 牡3芦 55 杉原 誠人西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 480± 01：09．82 31．3�
815 デイブレイク 牡6鹿 57 小野寺祐太	ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 500－ 2 〃 アタマ 129．2�
713 アップアンカー 牡4栗 57 藤懸 貴志加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 510＋ 41：10．01� 79．3�
48 オリエンタルエジル 牡4鹿 57 大江原 圭棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 488－ 41：10．21 190．3�
24 セカイノカナ 牝4芦 55

52 ▲井上 敏樹泉 一郎氏 鈴木 伸尋 新ひだか 坂本牧場 446－ 9 〃 クビ 147．0�
11 ネーラペルレ 牝3黒鹿 53

50 ▲小崎 綾也 �グリーンファーム加藤 征弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 466＋ 21：11．47 22．7�

23 ア ン ク ト 牝3黒鹿 53
50 ▲木幡 初也広尾レース� 鹿戸 雄一 大樹 大樹ファーム 464＋ 61：14．7大差 31．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，558，300円 複勝： 28，683，900円 枠連： 10，909，700円
馬連： 36，958，600円 馬単： 24，560，900円 ワイド： 22，505，700円
3連複： 52，038，900円 3連単： 83，886，800円 計： 279，102，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 160円 � 110円 � 200円 枠 連（3－6） 470円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 240円 �� 770円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 9，130円

票 数

単勝票数 計 195583 的中 � 26685（2番人気）
複勝票数 計 286839 的中 � 37436（2番人気）� 106911（1番人気）� 25436（4番人気）
枠連票数 計 109097 的中 （3－6） 17807（1番人気）
馬連票数 計 369586 的中 �� 54258（1番人気）
馬単票数 計 245609 的中 �� 12005（5番人気）
ワイド票数 計 225057 的中 �� 27750（1番人気）�� 6550（7番人気）�� 14365（4番人気）
3連複票数 計 520389 的中 ��� 25601（1番人気）
3連単票数 計 838868 的中 ��� 6661（13番人気）

ハロンタイム 9．4―10．7―11．8―12．1―12．2―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．1―31．9―44．0―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカリブランデー �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ヒカリバオー デビュー 2013．12．21 中山5着

2011．3．7生 牡3鹿 母 ヒカリブラッシア 母母 ノブリースーパー 9戦2勝 賞金 20，500，000円
〔制裁〕 ヒカリブランデ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30，000円。（被害馬：6番）
〔その他〕 アンクト号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※オリエンタルエジル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2904510月26日 晴 良 （26福島3）第4日 第9競走 ��1，700�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
1：43．3
1：41．7

良
不良

811 マイネルガネーシャ 牡6栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 506＋ 61：46．4 4．6�

67 ストロングバルドル 牡3鹿 55 松田 大作村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 478＋ 4 〃 クビ 9．0�
68 マコトグロズヌイ 牡3芦 55

53 △松若 風馬�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 516－ 41：47．14 2．4�
812 スリーヨーク 牡4鹿 57 黛 弘人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B472－ 2 〃 アタマ 17．4�
44 � クリノエビスジン 牡3鹿 55

52 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 イズモリファーム 456－ 21：47．31� 39．4�
710 ア ル カ ナ 牝4鹿 55 田中 博康�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 21：47．4� 13．9	
33 ベールグリーン 牡4黒鹿57 丸山 元気斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 502± 01：48．14 12．7

11 デ コ イ 牡3鹿 55 勝浦 正樹吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：48．2	 47．9�
79 � ヴィクトリーケルブ 牡4鹿 57

54 ▲石川裕紀人古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 日優牧場 498＋ 21：48．3クビ 109．8�
56 イルポスティーノ 
5栗 57 西田雄一郎 サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B480－161：48．4	 21．9�
22 アグネスミニッツ 牡3栗 55

53 △岩崎 翼渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 498＋ 41：49．35 5．2�
55 ア ラ ー ト 牡3栗 55 秋山真一郎本間 充氏 藤沢 則雄 日高 本間牧場 500－ 41：52．3大差 42．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，331，700円 複勝： 21，611，900円 枠連： 9，430，300円
馬連： 35，016，800円 馬単： 21，349，900円 ワイド： 18，765，000円
3連複： 43，806，800円 3連単： 77，549，100円 計： 245，861，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 200円 � 120円 枠 連（6－8） 380円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 700円 �� 230円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 12，500円

票 数

単勝票数 計 183317 的中 � 31629（2番人気）
複勝票数 計 216119 的中 � 31276（2番人気）� 22423（4番人気）� 61472（1番人気）
枠連票数 計 94303 的中 （6－8） 19081（1番人気）
馬連票数 計 350168 的中 �� 10892（8番人気）
馬単票数 計 213499 的中 �� 3400（18番人気）
ワイド票数 計 187650 的中 �� 6043（10番人気）�� 24197（1番人気）�� 11621（3番人気）
3連複票数 計 438068 的中 ��� 20915（3番人気）
3連単票数 計 775491 的中 ��� 4496（30番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―19．0―31．2―44．1―56．4―1：08．4―1：20．8―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F38．0
1
3
3（8，12）（7，11）－（1，2，6）（4，9）－（5，10）・（3，11）（8，12）－7－（1，2，9）（4，6）10＝5

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

勝馬の
紹 介

マイネルガネーシャ �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 プルラリズム デビュー 2010．7．25 小倉7着

2008．3．25生 牡6栗 母 コトブキトミオー 母母 カ ー ニ バ ル 41戦3勝 賞金 41，690，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 アラート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月26日まで平地競走に出
走できない。

2904610月26日 晴 良 （26福島3）第4日 第10競走 ��1，200�
あ き も と こ

秋 元 湖 特 別
発走14時40分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

35 タイセイララバイ 牝3青鹿53 国分 優作田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：08．5 2．7�
510 ハ ッ シ ュ 牝3芦 53 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 478＋ 4 〃 アタマ 8．2�
11 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 452＋ 8 〃 ハナ 44．8�
36 イ ス ル ギ 牝3黒鹿53 丸山 元気山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 436＋20 〃 アタマ 92．6�
23 スーパーアース 牝4黒鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 458－ 21：08．71� 6．5�
12 ミュゼリトルガール 牝3鹿 53 西田雄一郎髙橋 仁氏 大江原 哲 新冠 若林牧場 424－121：08．91� 5．1	
714 タガノレオーネ 牝4鹿 55 秋山真一郎八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498＋22 〃 ハナ 27．0

47 エ ク ス シ ア 牝3鹿 53 丹内 祐次岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 412＋ 2 〃 アタマ 44．2�
48 ヨシカワクン 牝4鹿 55 的場 勇人井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B452－ 41：09．0� 16．8�
713 テイエムコウノトリ 牝5黒鹿55 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 448± 01：09．1� 15．8
611� アスターローズ 牝8鹿 55 高倉 稜加藤 久枝氏 加藤 敬二 門別 シンコーファーム 450－ 21：09．2� 275．2�
59 ヨザクラオシチ 牝3栗 53 石川裕紀人福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 478－ 41：09．3� 73．8�
816 イ ロ リ 牝3鹿 53 岩崎 翼小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 470＋141：09．51� 17．2�
815 コウヨウチャンス 牝4栗 55 松若 風馬寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 440－14 〃 クビ 40．7�
24 バーニングハート 牝4鹿 55 勝浦 正樹吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 442－ 21：09．71� 34．4�
612 クラウンデュナミス 牝3黒鹿53 津村 明秀矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 458－ 61：09．91� 15．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，639，000円 複勝： 34，344，900円 枠連： 15，028，300円
馬連： 54，964，400円 馬単： 30，810，800円 ワイド： 29，041，000円
3連複： 74，899，300円 3連単： 117，528，800円 計： 379，256，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 280円 � 960円 枠 連（3－5） 1，080円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，880円 �� 4，600円

3 連 複 ��� 15，860円 3 連 単 ��� 57，340円

票 数

単勝票数 計 226390 的中 � 67068（1番人気）
複勝票数 計 343449 的中 � 87300（1番人気）� 29326（4番人気）� 6640（13番人気）
枠連票数 計 150283 的中 （3－5） 10744（3番人気）
馬連票数 計 549644 的中 �� 33406（3番人気）
馬単票数 計 308108 的中 �� 11398（5番人気）
ワイド票数 計 290410 的中 �� 14839（3番人気）�� 3863（20番人気）�� 1542（50番人気）
3連複票数 計 748993 的中 ��� 3541（49番人気）
3連単票数 計1175288 的中 ��� 1486（156番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―11．6―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．7―45．3―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイララバイ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2013．6．1 阪神2着

2011．1．25生 牝3青鹿 母 シーディドアラバイ 母母 ロココスタイル 13戦2勝 賞金 33，183，000円
〔制裁〕 イロリ号の調教師佐々木晶三は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アルトゥーナ号・ツクバアラモード号



2904710月26日 晴 良 （26福島3）第4日 第11競走 ��
��1，200�みちのくステークス

発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳以
上57�，牝馬2�減

福島競馬振興会長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，900，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，590，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

24 サカジロロイヤル 牡6黒鹿57 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 512＋ 21：07．6 10．4�
816 モズハツコイ 牝3芦 53 川須 栄彦北側 雅司氏 牧田 和弥 浦河 上山牧場 460± 01：08．02� 2．9�
59 ヒ ー ラ 牝5鹿 55 津村 明秀平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 426－ 41：08．21� 29．9�
714 メイショウツガル 牡6鹿 57 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 466－ 21：08．51	 12．5�
510 ユキノアイオロス 
6鹿 57 高倉 稜井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 484＋10 〃 ハナ 10．5�
36 � ミッドナイトクロス 牡7青鹿57 小崎 綾也 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 518－ 2 〃 ハナ 11．8	
11 サザンブレイズ 牡6栗 57 中井 裕二南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 480－ 2 〃 ハナ 47．6

815 ニコールバローズ 牝5黒鹿55 熊沢 重文猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 456－ 81：08．71 48．6�
48 ローブドヴルール 牝8鹿 55 西田雄一郎�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 498－16 〃 クビ 48．7�
35 マイネサヴァラン 牝5青鹿55 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 462± 01：08．8クビ 4．6�
713 トキノゲンジ 牡6鹿 57 岩崎 翼中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 498－ 4 〃 クビ 35．8�
12 ゴールデンムーン 牝5栗 55 荻野 琢真G1レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 466± 0 〃 アタマ 14．4�
611 アポロスターズ 牡3黒鹿55 長岡 禎仁アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 494± 01：08．9クビ 24．2�
23 テイエムキュウコー 
3鹿 55 森 一馬竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 472＋141：09．11� 85．3�
47 � ロ マ ン ス 牝7鹿 55 丸田 恭介田口 廣氏 武藤 善則 平取 原田 新治 484＋ 21：09．52� 207．9�
612 レモンチャン 牝4栗 55 的場 勇人ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 462＋ 21：09．71� 11．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，856，600円 複勝： 48，448，000円 枠連： 34，252，900円
馬連： 135，551，700円 馬単： 65，337，200円 ワイド： 54，509，800円
3連複： 184，532，300円 3連単： 297，887，900円 計： 853，376，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 280円 � 160円 � 540円 枠 連（2－8） 1，850円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 750円 �� 4，030円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 20，070円 3 連 単 ��� 120，380円

票 数

単勝票数 計 328566 的中 � 25247（3番人気）
複勝票数 計 484480 的中 � 41197（3番人気）� 101334（1番人気）� 18397（9番人気）
枠連票数 計 342529 的中 （2－8） 14321（9番人気）
馬連票数 計1355517 的中 �� 59106（3番人気）
馬単票数 計 653372 的中 �� 10402（14番人気）
ワイド票数 計 545098 的中 �� 19663（3番人気）�� 3362（46番人気）�� 7298（20番人気）
3連複票数 計1845323 的中 ��� 6894（64番人気）
3連単票数 計2978879 的中 ��� 1794（377番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．2―11．3―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．0―45．3―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サカジロロイヤル �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．1．16 京都16着

2008．4．10生 牡6黒鹿 母 ジ ャ ミ ー ラ 母母 ケ ロ メ ロ 36戦5勝 賞金 105，523，000円
〔発走状況〕 ヒーラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 アグネスウイッシュ号・カハラビスティー号・コンサートレディ号・サニーヘイロー号・シゲルカガ号・

ジャベリン号・ダイメイザクラ号・ダノンエレガント号・バートラムガーデン号・ブルーストーン号・
マコトナワラタナ号・ヤマノレオ号・ロンド号・ロードガルーダ号

2904810月26日 晴 良 （26福島3）第4日 第12競走 ��1，800�
こ み ね じ ょ う

小 峰 城 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 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

612 ヴァンセンヌ 牡5鹿 57 小崎 綾也 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502－ 61：46．6 2．7�

11 タルトオポム 牡3黒鹿55 伊藤 工真窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 440－101：46．92 14．5�
24 リ ノ リ オ 牡3黒鹿55 国分 優作�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 498＋101：47．0クビ 14．9�
35 コスモツケマ 牝3鹿 53 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 466± 0 〃 クビ 53．5�
815 ハイベストバイオ 牡3黒鹿55 松若 風馬バイオ� 梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 6 〃 ハナ 19．2	
12 ウ メ 牝3栗 53 秋山真一郎副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム B442－ 21：47．1クビ 69．2

23 アドマイヤライン 牡4青鹿57 高倉 稜近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 450＋16 〃 同着 8．4�
611 シンボリネルソン 牡3黒鹿55 津村 明秀シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 424－ 41：47．31� 144．8�
816� クライナーヘルツ 牡4鹿 57 松田 大作林 正道氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 410＋ 21：47．5� 153．8
714 シングンジョーカー 牡3黒鹿55 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 466± 0 〃 アタマ 2．9�
47 ラッキーストリーク 牡4鹿 57 勝浦 正樹藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 454＋ 41：47．6� 109．2�
510 ヘレナモルフォ 牝5鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 460－ 8 〃 クビ 107．7�
713 セトノフラッパー 牝4栗 55 田中 健難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 440± 01：47．7クビ 23．4�
59 リ コ ル デ ィ 牡3鹿 55 丸田 恭介 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 508＋ 61：48．02 27．1�
48 ポップジェムズ 	4鹿 57 丸山 元気吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 462－121：48．63� 12．3�
36 � ラナキラリオ 牡4黒鹿57 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 464－201：49．23� 145．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，279，700円 複勝： 44，991，800円 枠連： 25，726，100円
馬連： 94，184，700円 馬単： 51，183，300円 ワイド： 42，770，900円
3連複： 115，464，000円 3連単： 205，856，900円 計： 617，457，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 350円 � 350円 枠 連（1－6） 1，900円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，160円 �� 3，490円

3 連 複 ��� 11，390円 3 連 単 ��� 34，740円

票 数

単勝票数 計 372797 的中 � 109850（1番人気）
複勝票数 計 449918 的中 � 101243（2番人気）� 27913（7番人気）� 28560（6番人気）
枠連票数 計 257261 的中 （1－6） 10473（7番人気）
馬連票数 計 941847 的中 �� 43879（4番人気）
馬単票数 計 511833 的中 �� 16401（4番人気）
ワイド票数 計 427709 的中 �� 17411（4番人気）�� 9410（13番人気）�� 3006（34番人気）
3連複票数 計1154640 的中 ��� 7602（34番人気）
3連単票数 計2058569 的中 ��� 4296（92番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―12．2―12．4―12．3―11．9―11．6―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―22．7―34．9―47．3―59．6―1：11．5―1：23．1―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

ヴァンセンヌ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー 2012．4．15 阪神1着

2009．4．11生 牡5鹿 母 フラワーパーク 母母 ノーザンフラワー 8戦3勝 賞金 24，511，000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 メイショウエフワン号

３レース目



（26福島3）第4日 10月26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 178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

173，400，000円
5，300，000円
1，900，000円
15，690，000円
60，193，750円
5，442，800円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
229，336，600円
340，759，500円
155，734，100円
541，747，600円
319，337，900円
277，230，900円
733，264，800円
1，189，199，200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 3，786，610，600円

総入場人員 12，856名 （有料入場人員 10，298名）
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