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3200111月8日 晴 良 （26福島4）第1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）

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
1：46．3
1：45．6

稍重
不良

611 アイスキャンドル 牝2青鹿54 丹内 祐次飯田 政子氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 476－ 21：50．1 11．4�
713 バラブシュカ 牝2栗 54

51 ▲小崎 綾也大谷 正嗣氏 小崎 憲 日高 賀張三浦牧場 496－ 2 〃 クビ 7．3�
11 トーセンラブリー 牝2栗 54 吉田 隼人島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム B466＋ 21：50．41� 14．8�
46 ブラウンウィナー 牝2栗 54 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 498± 01：51．03� 12．1�
712 ディーバスター 牝2黒鹿 54

52 △岩崎 翼�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 422－101：51．1� 10．4	

35 ヨザクラフブキ 牝2栗 54
51 ▲伴 啓太上田 忠男氏 柴田 政人 幕別 サンライズス

テイブル 478± 01：51．31� 50．3

814 プラムチャン 牝2青 54 丸山 元気ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 452± 01：51．4クビ 5．9�
47 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 B428－ 21：51．61� 19．7�
59 ナンヨーネイプ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹中村 德也氏 伊藤 大士 日高 千葉飯田牧場 B510＋ 41：51．81� 84．4
610 ネイチャーシュシュ 牝2鹿 54 西田雄一郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 岡田牧場 442＋ 41：52．43� 128．5�
34 マーガレットペスカ 牝2青鹿 54

52 △松若 風馬山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 444－ 41：52．61� 9．2�
22 ミヤコエンパイア 牝2鹿 54 古川 吉洋吉田喜代司氏 土田 稔 日高 道見牧場 460＋ 21：52．7� 5．8�
58 オ フ ィ ー ル 牝2栗 54 丸田 恭介�G1レーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B434－ 21：52．8� 20．7�
23 テンマイキララ 牝2黒鹿54 的場 勇人天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 前川 正美 B418＋ 41：54．5大差 8．0�
815 ドリームマオ 牝2栗 54 黛 弘人ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新冠 堂島牧場 B454＋101：55．03 13．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 11，276，400円 複勝： 14，887，700円 枠連： 8，107，400円
馬連： 22，212，300円 馬単： 13，717，300円 ワイド： 13，772，200円
3連複： 33，372，100円 3連単： 43，077，900円 計： 160，423，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 280円 � 270円 � 510円 枠 連（6－7） 1，540円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 8，120円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 2，800円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 28，670円 3 連 単 ��� 145，940円

票 数

単勝票数 計 112764 的中 � 7900（7番人気）
複勝票数 計 148877 的中 � 14473（4番人気）� 15311（3番人気）� 6933（11番人気）
枠連票数 計 81074 的中 （6－7） 4080（7番人気）
馬連票数 計 222123 的中 �� 5339（12番人気）
馬単票数 計 137173 的中 �� 1266（31番人気）
ワイド票数 計 137722 的中 �� 2802（12番人気）�� 1249（45番人気）�� 1696（29番人気）
3連複票数 計 333721 的中 ��� 873（111番人気）
3連単票数 計 430779 的中 ��� 214（563番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―11．7―12．6―13．3―13．3―13．5―13．5―14．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．8―42．4―55．7―1：09．0―1：22．5―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．4―3F41．1
1
3
10（14，15）（4，9）－（3，11）12，5，6，8，13（2，1）－7・（10，14）（15，11）（9，4，13）（1，12）（5，6，8）3，7－2

2
4

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

アイスキャンドル �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．10．26 東京7着

2012．5．14生 牝2青鹿 母 スターキャンドル 母母 サマーキャンドル 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ファストクリス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 アイスキャンドル号の騎手丹内祐次は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

3200211月8日 晴 良 （26福島4）第1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

24 ジャミールカズマ 牡2青鹿55 丸田 恭介�雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 478＋ 81：09．3 4．7�
713 ハッピーノリチャン 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 448＋ 81：09．51� 13．8�
510 ベーリングメファ 牝2栗 54 吉田 隼人手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 440－ 21：09．92� 1．9�
47 タイセイボニータ 牝2栗 54

51 ▲小崎 綾也田中 成奉氏 森田 直行 浦河 浦河土肥牧場 448－ 41：10．0� 13．5�
11 エイプリルラヴ 牝2黒鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 岩戸 孝樹 新冠 飛渡牧場 394－ 2 〃 クビ 13．0�
815 プ ラ セ ン タ 牝2青鹿54 小野寺祐太�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 442＋121：10．1クビ 101．1	
611 サウスリュウセイ 牡2鹿 55 津村 明秀南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 458± 01：10．2� 36．6

12 パイナワレア 牝2栗 54 丸山 元気山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 482＋20 〃 ハナ 9．5�
48 ケイツーミネルバ 牝2芦 54

51 ▲原田 和真楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 浦河 大島牧場 412－ 21：10．3クビ 107．2�
59 ロードワイルド 牡2鹿 55 伊藤 工真 ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 430－ 21：10．51� 100．7�
35 アラビアンハート 牝2鹿 54 丹内 祐次吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 444－ 41：10．6クビ 73．0�
612 アーススカイ 牡2鹿 55 高倉 稜松山 増男氏 加藤 敬二 新冠 競優牧場 444－ 41：10．92 48．6�
714 カスミチャン 牝2芦 54

52 △松若 風馬吉田 勝利氏 奥村 武 新ひだか 前田牧場 426＋ 8 〃 ハナ 15．7�
816 ヴィブラート 牝2鹿 54 岡田 祥嗣名古屋友豊 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 426＋ 21：11．0� 44．4�
36 セイカヒカワザカ 牡2芦 55

52 ▲伴 啓太久米 誠氏 小野 次郎 日高 藤本 友則 410＋ 41：11．32 260．7�
23 カゼニモマケズ 牝2栗 54 古川 吉洋江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 436＋121：11．72� 110．3�
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売 得 金
単勝： 11，017，600円 複勝： 16，701，900円 枠連： 6，379，900円
馬連： 20，574，100円 馬単： 14，583，000円 ワイド： 12，053，600円
3連複： 28，476，400円 3連単： 43，013，600円 計： 152，800，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 140円 � 320円 � 110円 枠 連（2－7） 1，470円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 6，990円

ワ イ ド �� 990円 �� 200円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 19，440円

票 数

単勝票数 計 110176 的中 � 18509（2番人気）
複勝票数 計 167019 的中 � 27211（2番人気）� 7000（7番人気）� 67470（1番人気）
枠連票数 計 63799 的中 （2－7） 3361（6番人気）
馬連票数 計 205741 的中 �� 4557（11番人気）
馬単票数 計 145830 的中 �� 1564（22番人気）
ワイド票数 計 120536 的中 �� 2633（11番人気）�� 19573（1番人気）�� 4828（5番人気）
3連複票数 計 284764 的中 ��� 11616（5番人気）
3連単票数 計 430136 的中 ��� 1604（47番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．3―11．8―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．0―45．8―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャミールカズマ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．10．18 京都4着

2012．4．25生 牡2青鹿 母 フラワーホーラー 母母 ジヨニカズダーリング 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 カスミチャン号の騎手松若風馬は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・3番）
※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） 3頭 シーユーアゲン号・セイウンアワード号・マテルドロローザ号

第４回 福島競馬 第１日



3200311月8日 晴 良 （26福島4）第1日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時45分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：59．9

良
良

11 ラインレジェンド 牡2栗 55 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 有限会社 大
作ステーブル 466＋ 22：01．7 4．3�

612 ニシノマジック 牡2黒鹿 55
52 ▲小崎 綾也秦 千織氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 480－ 62：01．91� 70．7�

510 ハーブガーデン 牝2鹿 54 津村 明秀岡田 繁幸氏 中野 栄治 新冠 コスモヴューファーム 406± 02：02．32� 43．8�
48 クリムゾンスカイ 牝2栗 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 佐竹 学 434－102：02．51 80．9�
36 ウイングジャパン 牡2栗 55

52 ▲伴 啓太池田 實氏 中村 均 新ひだか 増本 良孝 496＋ 6 〃 アタマ 4．8�
713 パレスヘイロー 牡2黒鹿 55

53 △松若 風馬西村 豊氏 加藤 敬二 新ひだか 有限会社石川牧場 470＋ 2 〃 ハナ 11．8	
35 インディケーション 牡2鹿 55 丸山 元気 
サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 498± 02：02．92� 4．6�
23 ニシキオーカン 牡2鹿 55

52 ▲木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 496＋ 22：03．0� 20．8�
816 アミフジタイカン 牡2鹿 55 杉原 誠人内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 内藤牧場 478＋ 2 〃 アタマ 16．3
24 ク ピ ド 牡2鹿 55 小野寺祐太
ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 友田牧場 462＋ 22：03．32 22．6�
611 テイエムソラトブ 牡2栗 55 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 武雄 448＋ 2 〃 クビ 29．1�
47 ウイングアクティブ 牡2鹿 55 吉田 隼人池田 實氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 460＋ 2 〃 ハナ 10．8�
12 スイートカリヨン 牝2鹿 54 丸田 恭介シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 444± 0 〃 アタマ 6．9�
815 トーセンエクレール 牡2鹿 55

52 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 本間 忍 日高 本間牧場 430＋ 62：03．61� 45．6�
59 シャオシンジュ 牡2栗 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド B462－ 62：04．45 92．1�
714 デ ン バ ー 牝2青鹿54 西田雄一郎桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 静内坂本牧場 492－ 82：05．14 73．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，538，400円 複勝： 18，115，700円 枠連： 9，404，000円
馬連： 21，527，300円 馬単： 13，727，800円 ワイド： 13，574，700円
3連複： 31，388，800円 3連単： 43，402，800円 計： 163，679，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 220円 � 1，380円 � 820円 枠 連（1－6） 2，540円

馬 連 �� 21，720円 馬 単 �� 34，540円

ワ イ ド �� 5，690円 �� 2，740円 �� 23，410円

3 連 複 ��� 168，150円 3 連 単 ��� 617，000円

票 数

単勝票数 計 125384 的中 � 22838（1番人気）
複勝票数 計 181157 的中 � 27375（2番人気）� 2966（13番人気）� 5191（10番人気）
枠連票数 計 94040 的中 （1－6） 2862（13番人気）
馬連票数 計 215273 的中 �� 768（62番人気）
馬単票数 計 137278 的中 �� 298（102番人気）
ワイド票数 計 135747 的中 �� 615（55番人気）�� 1295（29番人気）�� 148（106番人気）
3連複票数 計 313888 的中 ��� 140（345番人気）
3連単票数 計 434028 的中 ��� 51（1490番人気）

ハロンタイム 11．8―11．5―12．6―12．8―12．9―12．6―12．0―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
11．8―23．3―35．9―48．7―1：01．6―1：14．2―1：26．2―1：38．1―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラインレジェンド �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．17 新潟4着

2012．3．30生 牡2栗 母 ビューティーレディ 母母 マイサクセション 4戦1勝 賞金 6，100，000円
〔その他〕 デンバー号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

3200411月8日 晴 良 （26福島4）第1日 第4競走 1，700�サラブレッド系3歳以上
発走11時15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

45 サンライズベーダー �4黒鹿57 吉田 隼人松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 484＋ 41：47．2 10．6�
44 � アルティメイトラブ 牝5黒鹿 55

52 ▲伴 啓太 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 478＋ 21：47．3� 12．8�
11 � セルリアンラビット 牡5鹿 57 古川 吉洋�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 B462＋ 61：47．51� 6．0�
813 メジャーステップ 牡3栗 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 486－ 41：47．6� 1．5�
69 � サンデーミノル 牡4鹿 57

54 ▲小崎 綾也吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B506＋ 41：47．91� 14．2�
68 ア チ ー ヴ 牡4黒鹿 57

55 △松若 風馬前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 464± 0 〃 ハナ 9．4	
56 � 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± 01：48．0� 57．1

22 グラスティファニー 牝3栗 53

50 ▲木幡 初也半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 456－ 21：48．21� 75．6�
57 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 B478＋ 61：48．51� 23．0
710 クリノプリムラ 牝3栗 53

50 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 440± 01：48．71� 80．4�
711 メイショウマツシマ 牝3青鹿53 	島 良太松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 458± 01：48．8クビ 99．1�
812 デ コ イ 牡3鹿 55 伊藤 工真吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：49．01� 141．5�
33 ホワイトクリスマス 牡3芦 55 杉原 誠人岡 浩二氏 中川 公成 新冠 赤石 久夫 502＋ 41：49．21� 188．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，524，100円 複勝： 40，823，200円 枠連： 7，953，300円
馬連： 21，679，500円 馬単： 17，766，500円 ワイド： 13，567，000円
3連複： 29，362，700円 3連単： 55，403，800円 計： 201，080，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 750円 � 590円 � 410円 枠 連（4－4） 6，280円

馬 連 �� 5，420円 馬 単 �� 11，980円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 1，590円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 13，610円 3 連 単 ��� 78，140円

票 数

単勝票数 計 145241 的中 � 10889（4番人気）
複勝票数 計 408232 的中 � 13752（7番人気）� 18147（5番人気）� 28129（2番人気）
枠連票数 計 79533 的中 （4－4） 981（14番人気）
馬連票数 計 216795 的中 �� 3097（15番人気）
馬単票数 計 177665 的中 �� 1112（27番人気）
ワイド票数 計 135670 的中 �� 2321（18番人気）�� 2184（19番人気）�� 2986（12番人気）
3連複票数 計 293627 的中 ��� 1617（43番人気）
3連単票数 計 554038 的中 ��� 514（196番人気）

ハロンタイム 7．0―11．6―12．4―13．1―13．0―12．8―12．4―12．2―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―31．0―44．1―57．1―1：09．9―1：22．3―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズベーダー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Gone West デビュー 2012．12．1 阪神8着

2010．3．26生 �4黒鹿 母 プリスティン 母母 Existentialist 8戦3勝 賞金 19，150，000円
〔発走状況〕 スリーヨーク号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スリーヨーク号は，平成26年11月9日から平成26年11月30日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。



3200511月8日 晴 良 （26福島4）第1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

714 マズイマズイウマイ 牡2栗 55
53 △松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B494 ―1：10．4 6．8�

815 ア ク イ ー ユ 牝2青鹿54 高倉 稜�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462 ― 〃 クビ 9．0�

11 テイエムシャンパン 牡2芦 55 津村 明秀竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 470 ―1：10．72 3．5�
23 アコルダージュ 牡2黒鹿 55

52 ▲小崎 綾也 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 430 ―1：10．91� 10．8�
713 ローズオブウィル 牡2栗 55 丹内 祐次岡田 隆寛氏 武井 亮 むかわ 真壁 信一 450 ―1：11．1� 32．5	
47 セ ト ハ ニ ー 牝2鹿 54 伊藤 工真難波 澄子氏 田島 俊明 日高 新井 昭二 438 ―1：11．31� 29．4

36 ハ ナ ミ ズ キ 牝2鹿 54 西村 太一荒井 元明氏 和田 正道 日高 サンシャイン

牧場 440 ―1：11．4� 108．3�
816 フラワーフェスタ 牝2鹿 54 黛 弘人山田 弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 414 ―1：11．5� 39．9�
612 ラウレアプリティ 牝2青鹿54 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 新ひだか 今 牧場 422 ―1：11．6� 24．6
510 キ レ イ 牝2青鹿54 菅原 隆一上野 直樹氏 菅原 泰夫 新冠 山岡ファーム 442 ―1：11．7� 142．0�
611 ラブミラーボード 牝2芦 54

51 ▲伴 啓太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 武田 修一 420 ― 〃 ハナ 30．8�
24 イ ク シ ア 牝2芦 54 丸山 元気 �シルクレーシング 栗田 徹 平取 坂東牧場 450 ― 〃 アタマ 4．0�
59 ジュンアカネ 牝2黒鹿54 吉田 隼人河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 456 ―1：12．01� 14．1�
35 ワインカラー 牡2栗 55 丸田 恭介 �高木競走馬育成牧場 小笠 倫弘 新ひだか 増本牧場 434 ―1：12．21� 10．4�
48 フジノキララ 牝2黒鹿54 古川 吉洋�富士開発 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 432 ―1：13．37 47．9�
12 タケデンダンス 牝2栗 54 二本柳 壮武市 弘氏 二本柳俊一 浦河 安藤牧場 480 ― （競走中止） 97．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，216，300円 複勝： 18，333，000円 枠連： 9，010，000円
馬連： 22，782，400円 馬単： 14，784，700円 ワイド： 13，733，100円
3連複： 30，219，400円 3連単： 41，662，900円 計： 162，741，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 200円 � 250円 � 130円 枠 連（7－8） 1，940円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 6，340円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 640円 �� 650円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 32，930円

票 数

単勝票数 計 122163 的中 � 14278（3番人気）
複勝票数 計 183330 的中 � 20020（3番人気）� 15253（4番人気）� 50774（1番人気）
枠連票数 計 90100 的中 （7－8） 3588（11番人気）
馬連票数 計 227824 的中 �� 5528（12番人気）
馬単票数 計 147847 的中 �� 1747（23番人気）
ワイド票数 計 137331 的中 �� 3123（12番人気）�� 5617（2番人気）�� 5538（3番人気）
3連複票数 計 302194 的中 ��� 5525（6番人気）
3連単票数 計 416629 的中 ��� 917（69番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．3―11．8―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―34．8―46．6―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マズイマズイウマイ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2012．2．19生 牡2栗 母 モットヒカリヲ 母母 メ ロ ン パ ン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 タケデンダンス号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 テイエムシャンパン号の騎手津村明秀は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・11番）

3200611月8日 晴 良 （26福島4）第1日 第6競走 2，600�サラブレッド系3歳以上
発走12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

812 アニマトゥール 牝4黒鹿55 吉田 隼人 �社台レースホース金成 貴史 安平 追分ファーム 454－ 82：40．0 20．0�
711 パリソワール 牡5栗 57

54 ▲小崎 綾也丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 430－ 22：40．1� 16．1�
45 スズカローラー 牝3鹿 53

51 △松若 風馬永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 452± 02：40．2� 2．1�
710 サンドラバローズ 牝3鹿 53 丸山 元気猪熊 広次氏 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 408＋12 〃 ハナ 5．0�
22 � 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 474－ 4 〃 ハナ 6．6	
68 ダンツキャッチ �3鹿 55 津村 明秀山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 506＋ 42：40．3� 15．1

33 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 B470－ 22：40．4クビ 65．5�
69 ハナズドリーム 牡3鹿 55

52 ▲伴 啓太M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 カナイシスタッド 432－ 42：40．5� 36．7�
11 ハヤブサゴッド 牡3鹿 55 黛 弘人武田 修氏 伊藤 圭三 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 6 〃 クビ 35．7
44 ルーベンスクラフト 牝4栗 55

52 ▲原田 和真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 470＋ 6 〃 アタマ 115．6�

813 チェイスザゴールド 牡4鹿 57 丸田 恭介前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 528＋ 62：40．71	 8．8�
56 キョウワレイ 牝5鹿 55 古川 吉洋�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 466－ 42：40．8クビ 23．9�
57 エスティレジェンド 牝3黒鹿 53

50 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム 434－ 42：42．7大差 33．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 16，396，200円 複勝： 17，407，900円 枠連： 7，051，100円
馬連： 23，134，700円 馬単： 14，189，300円 ワイド： 12，984，800円
3連複： 29，222，300円 3連単： 47，925，700円 計： 168，312，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 470円 � 350円 � 140円 枠 連（7－8） 750円

馬 連 �� 10，220円 馬 単 �� 21，630円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 920円 �� 690円

3 連 複 ��� 8，560円 3 連 単 ��� 95，980円

票 数

単勝票数 計 163962 的中 � 6545（7番人気）
複勝票数 計 174079 的中 � 7449（9番人気）� 10727（7番人気）� 45716（1番人気）
枠連票数 計 70511 的中 （7－8） 7272（3番人気）
馬連票数 計 231347 的中 �� 1753（32番人気）
馬単票数 計 141893 的中 �� 492（67番人気）
ワイド票数 計 129848 的中 �� 1290（32番人気）�� 3644（9番人気）�� 4984（5番人気）
3連複票数 計 292223 的中 ��� 2559（28番人気）
3連単票数 計 479257 的中 ��� 362（292番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―11．9―11．9―12．0―12．7―12．7―13．1―12．6―12．2―12．0―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．9―24．6―36．5―48．4―1：00．4―1：13．1―1：25．8―1：38．9―1：51．5―2：03．7―2：15．7―2：27．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アニマトゥール �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2013．3．3 阪神4着

2010．1．23生 牝4黒鹿 母 リュートフルシティ 母母 クリックヒア 16戦2勝 賞金 17，400，000円
〔制裁〕 クラウンアトラス号の騎手西田雄一郎は，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：4番）



3200711月8日 晴 良 （26福島4）第1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）

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

816 ウインネオルーラー 牡3黒鹿56 丹内 祐次�ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 490－ 21：09．0 7．5�
714 ケイリンボス 牡3栗 56 中谷 雄太山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 518＋ 4 〃 アタマ 8．6�
11 � ウインオーラム 牡5栗 57 黛 弘人�ウイン 奥平 雅士 新冠 村上 欽哉 B508－ 21：09．21� 7．3�
47 ミカルベウス 牝3芦 54 吉田 隼人尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 482－ 21：09．3クビ 3．8�
713� アキノアッパー 牡4栗 57 西田雄一郎穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 486＋ 41：09．51 18．4�
59 ヤマニンブルジョン 牡4栗 57 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 476－ 8 〃 クビ 7．5	
36 ヤマカツマーフィ �5鹿 57 高倉 稜山田 和夫氏 松元 茂樹 日高 白瀬 明 524＋ 61：09．71� 58．7

611� チュウワワンダー 牡4鹿 57

54 ▲原田 和真中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：09．8� 12．7�
612 アイディアバイオ 牝3鹿 54

52 △松若 風馬バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 456－ 81：10．01� 28．6�
35 トウカイチャーム 牡6栗 57 丸山 元気内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 476＋ 21：10．1クビ 8．3
815� イッセキニチョウ 牡5鹿 57

55 △岩崎 翼山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 468＋ 6 〃 クビ 21．5�
48 � ナリタマクリス 牡5栗 57 古川 吉洋�オースミ 加藤 敬二 千歳 社台ファーム 428－ 81：10．2� 87．5�
510 モ リ ミ ヤ ビ 牝4栗 55 的場 勇人�森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム B456＋161：10．3� 33．5�
12 バ ー ニ ー ズ 牡4栗 57 津村 明秀村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 484－ 61：10．4� 41．7�
24 タイキマーシャ 牝4栗 55

52 ▲小崎 綾也�大樹ファーム 西園 正都 浦河 浦河小林牧場 B454－ 81：10．6� 89．5�
23 ウエスタンスマイル 牡5鹿 57 丸田 恭介西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 532－ 61：10．7� 22．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，022，200円 複勝： 23，298，600円 枠連： 8，978，800円
馬連： 28，654，400円 馬単： 16，162，900円 ワイド： 16，710，700円
3連複： 40，157，600円 3連単： 53，757，200円 計： 201，742，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 270円 � 350円 � 270円 枠 連（7－8） 1，550円

馬 連 �� 3，900円 馬 単 �� 7，370円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 890円 �� 980円

3 連 複 ��� 11，530円 3 連 単 ��� 70，600円

票 数

単勝票数 計 140222 的中 � 14797（4番人気）
複勝票数 計 232986 的中 � 23671（3番人気）� 16300（6番人気）� 23623（4番人気）
枠連票数 計 89788 的中 （7－8） 4479（5番人気）
馬連票数 計 286544 的中 �� 5683（14番人気）
馬単票数 計 161629 的中 �� 1644（26番人気）
ワイド票数 計 167107 的中 �� 2833（16番人気）�� 4878（6番人気）�� 4411（7番人気）
3連複票数 計 401576 的中 ��� 2612（31番人気）
3連単票数 計 537572 的中 ��� 552（213番人気）

ハロンタイム 9．8―11．0―11．5―12．1―12．1―12．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．8―20．8―32．3―44．4―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインネオルーラー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2013．6．2 東京4着

2011．4．11生 牡3黒鹿 母 ニンナナンナ 母母 ナイスレイズ 17戦2勝 賞金 27，632，000円
※アキノアッパー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3200811月8日 晴 良 （26福島4）第1日 第8競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （芝・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
1：07．0
1：06．5

良
良

24 ヤマニンカヴァリエ 牡5鹿 57 菅原 隆一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 510－ 41：08．9 27．2�
36 ハプスブルク 牡4鹿 57 杉原 誠人片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 456＋ 21：09．0� 44．2�
23 ダイヤモンドハイ 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 432＋ 41：09．1� 3．0�
510 ヒシワイルド 牡5鹿 57 伊藤 工真阿部 雅英氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 482－ 4 〃 クビ 18．4�
12 シ ー ロ ア 牝3栗 54 平野 優 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 476－ 21：09．2� 8．7�
11 � デカントラップ 牡5栗 57

54 ▲井上 敏樹池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 本桐牧場 474＋ 4 〃 クビ 30．9	
48 ケイアイヴァーゲ 牡4鹿 57

54 ▲小崎 綾也亀田 和弘氏 白井 寿昭 浦河 日進牧場 430－ 21：09．3クビ 6．2

59 オールパーパス �3栗 56

53 ▲城戸 義政前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486＋ 41：09．51� 7．8�

713 マリーズケイ 牝3鹿 54 小野寺祐太冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 464＋ 81：09．6� 85．8�
816 サンマルバクシン 牡3鹿 56

54 △松若 風馬相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 456＋ 21：10．13 8．7
815� サンライズテナンゴ 牡4芦 57 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 462＋ 81：10．2� 31．5�
47 リュクサンブール 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 458－ 21：10．3クビ 15．6�
714� ラ ク ル ー ス 牡3芦 56 花田 大昂伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 444－131：10．72� 311．2�
35 ヨザクラオシチ 牝3栗 54 嶋田 純次福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 476－ 21：10．8クビ 65．0�
611 メイショウアサツユ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 478＋ 2 〃 クビ 17．9�
612 シングルカスク 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 414－ 21：11．11� 12．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，704，700円 複勝： 24，702，700円 枠連： 12，165，600円
馬連： 34，738，300円 馬単： 19，515，600円 ワイド： 19，543，900円
3連複： 47，077，400円 3連単： 70，764，500円 計： 246，212，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，720円 複 勝 � 540円 � 700円 � 160円 枠 連（2－3） 4，580円

馬 連 �� 26，680円 馬 単 �� 42，670円

ワ イ ド �� 5，790円 �� 1，270円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 26，640円 3 連 単 ��� 275，820円

票 数

単勝票数 計 177047 的中 � 5205（10番人気）
複勝票数 計 247027 的中 � 10093（9番人気）� 7515（13番人気）� 54676（1番人気）
枠連票数 計 121656 的中 （2－3） 2055（17番人気）
馬連票数 計 347383 的中 �� 1009（73番人気）
馬単票数 計 195156 的中 �� 343（137番人気）
ワイド票数 計 195439 的中 �� 849（70番人気）�� 4058（10番人気）�� 2747（21番人気）
3連複票数 計 470774 的中 ��� 1325（101番人気）
3連単票数 計 707645 的中 ��� 186（952番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．6―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．0―45．6―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 3，9（2，11，12）（6，16）（4，8，13）（1，7，15）10，5－14 4 ・（3，9）2，6（4，12，13）（11，16，8）1（10，7，15）5－14

勝馬の
紹 介

ヤマニンカヴァリエ �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2011．11．6 京都4着

2009．2．22生 牡5鹿 母 ヤマニンフェリーヌ 母母 ワンオブアクライン 24戦3勝 賞金 31，300，000円
〔発走状況〕 ヨザクラオシチ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

オールパーパス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ダイヤモンドハイ号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9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。
（非当選馬） 1頭 アラカメジョウ号



3200911月8日 晴 良 （26福島4）第1日 第9競走 1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時15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 エイユービリオネア 牡3栗 55 藤懸 貴志笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 448＋ 41：47．4 1．8�
58 ヒドゥンブレイド 牡4黒鹿 57

54 ▲小崎 綾也 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 486－ 21：47．61� 5．2�
610 ゼンノコリオリ 牡4鹿 57 古川 吉洋大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 474＋ 81：47．7クビ 6．3�
11 ライフトップガン 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 486＋101：47．8� 24．9�
35 � ホクレアポパイ �5黒鹿 57

54 ▲木幡 初也萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 424± 01：47．9� 77．2�
22 ウェルヴァースト 牡3栗 55 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 41：48．0クビ 45．2	
34 サクラルコール 牡3栃栗55 丸山 元気
さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 508＋24 〃 クビ 10．2�
47 オペラフォンテン 牝6栗 55 丸田 恭介吉橋 計氏 和田 雄二 浦河 中脇 満 484－ 4 〃 アタマ 115．2�
59 ベールグリーン 牡4黒鹿 57

54 ▲原田 和真斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 500－ 21：48．21� 33．6
611 ワンダーシャスール 牡4鹿 57 高倉 稜山本 信行氏 梅内 忍 浦河 秋場牧場 452－ 21：48．52 36．6�
712 ボールドジャパン 牡3鹿 55

52 ▲伴 啓太増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 506＋ 41：48．92� 15．0�
713 ペガサスヒルズ 牡7栗 57 丹内 祐次吉村 敏治氏 	島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 B484－ 21：49．0� 184．4�
814 スヴァラッシー 牝3青鹿 53

51 △松若 風馬吉田 正志氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム 458－121：49．21� 84．8�
46 � ライズアゲイン �5鹿 57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス
 奥村 武 安平 ノーザンファーム 466－221：50．37 72．5�
815 パープルパルピナ 牡3鹿 55

53 △岩崎 翼中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 484＋181：50．72� 51．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，003，400円 複勝： 25，944，400円 枠連： 10，039，200円
馬連： 36，383，500円 馬単： 23，519，500円 ワイド： 19，708，500円
3連複： 45，622，300円 3連単： 84，280，100円 計： 263，500，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（2－5） 490円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 230円 �� 270円 �� 390円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 2，320円

票 数

単勝票数 計 180034 的中 � 78980（1番人気）
複勝票数 計 259444 的中 � 82861（1番人気）� 45352（2番人気）� 34731（3番人気）
枠連票数 計 100392 的中 （2－5） 15609（2番人気）
馬連票数 計 363835 的中 �� 51674（1番人気）
馬単票数 計 235195 的中 �� 22660（2番人気）
ワイド票数 計 197085 的中 �� 22997（1番人気）�� 18992（2番人気）�� 11671（4番人気）
3連複票数 計 456223 的中 ��� 42420（1番人気）
3連単票数 計 842801 的中 ��� 26329（1番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．3―44．0―57．1―1：09．3―1：21．8―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイユービリオネア �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2013．9．29 阪神6着

2011．5．1生 牡3栗 母 ビーウインド 母母 ビクトリーマッハ 16戦2勝 賞金 22，940，000円
〔発走状況〕 ウェルヴァースト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

ライズアゲイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔制裁〕 パープルパルピナ号の騎手岩崎翼は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ライズアゲイン号は，平成26年11月9日から平成26年11月30日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。

3201011月8日 晴 良 （26福島4）第1日 第10競走 ��1，150�
お の が わ こ

小 野 川 湖 特 別
発走14時50分 （ダート・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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

45 イ キ �4栗 57 小崎 綾也前田 幸治氏 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478＋ 21：08．6 2．3�

33 � エイシンラナウェー 牡3栗 56 高倉 稜�栄進堂 西園 正都 米 BryLynn
Farm, Inc. 482－ 2 〃 アタマ 5．0�

11 � エ ジ ル 牝4栗 55 伊藤 工真吉田 和美氏 木村 哲也 米
White Cloud Bloodstock,
Jeffrey Lovinger &
Pamela Lovinger

518－ 41：08．7� 20．9�
68 エミネントレコード 牡3鹿 56 松若 風馬�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 504－ 41：09．02 5．5�
812 ダブルフェイス 牡3栗 56 津村 明秀山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 522－ 41：09．1クビ 10．4�
711� ブルーミーフラワー 牡3鹿 56 丹内 祐次 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 480＋ 4 〃 クビ 30．1	
69 チュウワベイビー 牝3芦 54 原田 和真中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 武雄 460＋ 21：09．2クビ 10．0

813 パッシオーネラヴィ 牝3鹿 54 丸山 元気藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 470＋221：09．3	 15．2�
22 
 サーカスタウン 牡5栗 57 古川 吉洋吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 508＋ 61：09．4クビ 75．2�
44 グッドイヴニング 牝3鹿 54 丸田 恭介 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－161：09．82	 28．2
710� サウンドカスケード 牡4鹿 57 吉田 隼人増田 雄一氏 池上 昌弘 米

Equus Farm &
Susan M. For-
rester

B502＋ 81：10．54 20．1�
56 ダイヤハート 牝3青鹿54 黛 弘人大野 數芳氏 柄崎 孝 平取 北島牧場 B432± 0 〃 ハナ 147．7�
57 
 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± 01：10．92	 135．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，901，800円 複勝： 30，411，900円 枠連： 13，544，500円
馬連： 46，640，300円 馬単： 26，630，100円 ワイド： 21，442，800円
3連複： 55，256，700円 3連単： 95，670，700円 計： 311，498，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 170円 � 360円 枠 連（3－4） 590円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 320円 �� 880円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 8，420円

票 数

単勝票数 計 219018 的中 � 73333（1番人気）
複勝票数 計 304119 的中 � 73913（1番人気）� 45885（2番人気）� 15532（7番人気）
枠連票数 計 135445 的中 （3－4） 17749（2番人気）
馬連票数 計 466403 的中 �� 56822（1番人気）
馬単票数 計 266301 的中 �� 16714（2番人気）
ワイド票数 計 214428 的中 �� 19568（1番人気）�� 5919（8番人気）�� 4280（15番人気）
3連複票数 計 552567 的中 ��� 16795（5番人気）
3連単票数 計 956707 的中 ��� 8234（15番人気）

ハロンタイム 9．4―10．8―11．4―11．8―12．1―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．2―31．6―43．4―55．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ キ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Boundary デビュー 2012．11．4 京都5着

2010．2．11生 �4栗 母 サーガノヴェル 母母 Thunder Maid 20戦3勝 賞金 29，406，000円
〔制裁〕 ダブルフェイス号の調教師和田正一郎は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。



3201111月8日 曇 良 （26福島4）第1日 第11競走 ��2，600�
ば ん だ い さ ん

磐 梯 山 特 別
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．11．2以降26．11．2まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

11 イルミナティ 牝4鹿 52 吉田 隼人ディアレスト 菊川 正達 浦河 小島牧場 478－ 62：40．2 7．9�
46 ヤマニンボワラクテ 牡3鹿 53 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 492－ 62：40．3� 8．0�
45 ランフォージン 牡5黒鹿54 小崎 綾也 �社台レースホース高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B452± 02：40．72� 22．4�
58 プレストウィック 牡3芦 53 津村 明秀 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 512－ 22：40．8� 3．0�
33 フィルハーマジック 牝6鹿 52 丸田 恭介�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 468－ 22：40．9� 8．3�
34 トニーポケット 牡5鹿 54 中谷 雄太藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 474＋ 62：41．0� 23．9	
57 アナンジュパス 牝5鹿 52 伊藤 工真
G1レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 466－ 42：41．1� 8．7�
69 ゴッドフロアー 牝4鹿 52 丸山 元気広尾レース
 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 492－122：41．2� 10．6�
814� マヤノラムダ 牡4栗 54 古川 吉洋田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 B502± 0 〃 アタマ 14．9
813 エイダイポイント 牡6芦 55 岩部 純二�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 454± 0 〃 ハナ 8．2�
712� メイショウシレトコ 牡6鹿 51 岩崎 翼松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 468± 02：41．41� 110．4�
711 セ ミ ニ ョ ン 牝6鹿 52 松若 風馬伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 462－ 82：42．03� 55．5�
610 セレブリティモデル 牝4黒鹿53 荻野 琢真 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 496－ 42：42．32 36．9�
22 トライアゲイン 牡3鹿 53 高倉 稜
ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 82：42．4� 55．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，788，900円 複勝： 41，470，900円 枠連： 26，425，100円
馬連： 98，585，400円 馬単： 49，385，600円 ワイド： 40，827，800円
3連複： 129，413，000円 3連単： 203，510，400円 計： 618，407，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 340円 � 310円 � 510円 枠 連（1－4） 3，440円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 7，240円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 2，190円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 21，900円 3 連 単 ��� 98，950円

票 数

単勝票数 計 287889 的中 � 28958（2番人気）
複勝票数 計 414709 的中 � 32305（7番人気）� 37218（4番人気）� 19789（9番人気）
枠連票数 計 264251 的中 （1－4） 5940（14番人気）
馬連票数 計 985854 的中 �� 20380（16番人気）
馬単票数 計 493856 的中 �� 5114（27番人気）
ワイド票数 計 408278 的中 �� 7732（15番人気）�� 4774（30番人気）�� 4258（34番人気）
3連複票数 計1294130 的中 ��� 4430（78番人気）
3連単票数 計2035104 的中 ��� 1491（339番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．9―24．8―37．6―50．5―1：03．3―1：16．1―1：29．1―1：41．7―1：54．2―2：05．6―2：17．2―2：28．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F46．0―3F34．6
1
�
1，14（6，8）3（2，5，10）（4，9，11）－（7，13）12・（1，14）8（6，3，11）（5，9，10）（2，4，13）（12，7）

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

勝馬の
紹 介

イルミナティ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．1．6 中山1着

2010．2．20生 牝4鹿 母 エヌティミラクル 母母 バ ラ ダ 18戦4勝 賞金 46，812，000円
〔制裁〕 ランフォージン号の騎手小崎綾也は，2周目3コーナーでの御法（内柵に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：4番・

2番）
ランフォージン号の騎手小崎綾也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

※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） 1頭 レイトライザー号
（非抽選馬） 3頭 カンタベリーナイト号・チャンスメイク号・マイネルリヒト号

3201211月8日 曇 良 （26福島4）第1日 第12競走 1，800�
に し ご う

西 郷 特 別
発走16時00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�
西郷村長賞（1着）

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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

33 レッドジゼル 牝4鹿 55 丸山 元気 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 456－141：48．3 2．9�
58 ガルデルスリール 牝3鹿 53 小崎 綾也吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：48．4� 10．9�
610 キネオダンサー 牝3鹿 53 杉原 誠人吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 470± 01：48．93 7．4�
22 � ナデシコニッポン 牝4芦 55 西田雄一郎石橋 和夫氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 B456－101：49．0� 75．2�
46 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 438－ 2 〃 クビ 33．8�
45 ケルシャンス 牝3鹿 53 古川 吉洋 	キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 420＋ 21：49．1� 27．8

712 エクセレントビュー 牝3青鹿53 吉田 隼人 	シルクレーシング 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 466＋16 〃 クビ 23．7�
711 コスモツケマ 牝3鹿 53 黛 弘人 	ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 472＋ 61：49．2クビ 25．6�
11 マイネヴァリエンテ 牝3鹿 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 6 〃 アタマ 7．2
813 ハーモニーフェア 牝4黒鹿55 丸田 恭介 	キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 468± 01：49．3� 24．4�
34 コウセイマユヒメ 牝3鹿 53 木幡 初也杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 440－ 9 〃 ハナ 61．6�
69 ワイレアワヒネ 牝3栗 53 津村 明秀横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 498＋ 61：49．61� 4．0�
57 タガノバラード 牝3黒鹿53 高倉 稜八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444＋321：49．7� 14．8�
814 ウ メ 牝3栗 53 藤懸 貴志副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム B450＋ 8 〃 クビ 70．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，155，100円 複勝： 39，089，000円 枠連： 19，077，900円
馬連： 63，527，300円 馬単： 33，076，300円 ワイド： 29，484，900円
3連複： 79，544，700円 3連単： 123，791，600円 計： 416，746，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 330円 � 170円 枠 連（3－5） 910円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 720円 �� 440円 �� 950円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 19，270円

票 数

単勝票数 計 291551 的中 � 80230（1番人気）
複勝票数 計 390890 的中 � 81887（1番人気）� 23372（5番人気）� 62307（2番人気）
枠連票数 計 190779 的中 （3－5） 16145（2番人気）
馬連票数 計 635273 的中 �� 25628（5番人気）
馬単票数 計 330763 的中 �� 7474（9番人気）
ワイド票数 計 294849 的中 �� 10260（5番人気）�� 18143（3番人気）�� 7604（9番人気）
3連複票数 計 795447 的中 ��� 13825（10番人気）
3連単票数 計1237916 的中 ��� 4657（35番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．1―12．7―12．9―12．4―11．7―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―36．0―48．7―1：01．6―1：14．0―1：25．7―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドジゼル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．10．21 京都2着

2010．3．13生 牝4鹿 母 スタイルリスティック 母母 Magnificient Style 13戦3勝 賞金 47，139，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（26福島4）第1日 11月8日（土曜日） 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 177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

163，750，000円
2，080，000円
8，560，000円
1，530，000円
14，850，000円
61，120，500円
4，602，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
207，545，100円
311，186，900円
138，136，800円
440，439，500円
257，058，600円
227，404，000円
579，113，400円
906，261，200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 3，067，145，500円

総入場人員 6，986名 （有料入場人員 5，183名）
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