
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

3202511月15日 小雨 良 （26福島4）第3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

816 モントルルシュマン 牡2鹿 55 荻野 琢真藤井 亮輔氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 452＋ 61：09．6 8．6�
714 ポッドフィズ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也小川眞査雄氏 畠山 吉宏 日高 シンボリ牧場 454－ 21：10．02� 8．4�
713 オルフィーク 牝2青鹿 54

51 ▲原田 和真加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 480＋ 81：10．21� 3．7�
36 ダイヤモンドハート 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太村田 哲朗氏 牧田 和弥 平取 二風谷ファーム 478＋ 41：10．41� 9．8�
48 トミケンモヴェール 牡2栗 55 横山 和生冨樫 賢二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458＋ 61：10．5� 25．0�
12 トリアンドルス 牝2栗 54 丸田 恭介ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 446± 01：10．6� 15．3�
611 ディナミック 牝2栗 54 津村 明秀栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 484＋ 21：11．02� 4．7	
815 テ イ ア 牝2鹿 54 二本柳 壮
ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 406－ 21：11．1� 76．3�
23 レーヴシャルマン 牝2黒鹿 54

51 ▲小崎 綾也 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 500－ 61：11．2	 15．1
59 メイショウヒルガオ 牝2鹿 54

53 ☆中井 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 まるとみ冨岡牧場 450± 01：11．3	 7．2�
35 ハードアスリート 牡2鹿 55 岩部 純二齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 B478＋ 21：11．4� 22．7�
24 カ ナ リ 牝2鹿 54 菱田 裕二井上 一郎氏 伊藤 大士 浦河 日の出牧場 474－ 41：11．5� 32．0�
612 シ ェ リ エ 牝2鹿 54 西田雄一郎桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 高田 利雄 492＋ 21：11．82 303．6�
11 サンエバレット 牝2黒鹿54 丹内 祐次加藤 信之氏 土田 稔 浦河 今井 秀樹 444＋ 21：12．22� 45．9�
47 シ ェ ル ム 牝2黒鹿54 高倉 稜山口 敦広氏 和田正一郎 浦河 大島牧場 424＋ 41：12．3� 305．7�
510 ラブラビリンス 牝2鹿 54 丸山 元気宮川 純造氏 武藤 善則 浦河 富田牧場 428－ 41：12．62 93．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 11，159，800円 複勝： 19，966，500円 枠連： 8，400，800円
馬連： 24，374，100円 馬単： 14，332，200円 ワイド： 14，701，500円
3連複： 35，871，100円 3連単： 48，283，800円 計： 177，089，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 280円 � 280円 � 150円 枠 連（7－8） 1，140円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 8，410円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 590円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 31，820円

票 数

単勝票数 計 111598 的中 � 10333（5番人気）
複勝票数 計 199665 的中 � 16104（5番人気）� 16419（4番人気）� 42893（1番人気）
枠連票数 計 84008 的中 （7－8） 5702（5番人気）
馬連票数 計 243741 的中 �� 5123（15番人気）
馬単票数 計 143322 的中 �� 1277（35番人気）
ワイド票数 計 147015 的中 �� 3192（12番人気）�� 6483（5番人気）�� 6957（3番人気）
3連複票数 計 358711 的中 ��� 7595（6番人気）
3連単票数 計 482838 的中 ��� 1100（80番人気）

ハロンタイム 9．4―11．0―11．5―12．4―12．2―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．4―31．9―44．3―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F37．7
3 16，13（6，14）10，15（2，4，11，5）3（8，12）9－1－7 4 ・（16，13）14，6（10，5）（2，4，15，8）（3，11）12（1，9）－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

モントルルシュマン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．7．19 中京5着

2012．2．2生 牡2鹿 母 サトノサクラ 母母 シジェームサン 5戦1勝 賞金 7，200，000円
〔制裁〕 ダイヤモンドハート号の騎手伴啓太は，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：4番・2番）

ダイヤモンドハート号の騎手伴啓太は，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30，000円。（被害馬：8番）
※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 スリーワイズ号
（非抽選馬） 3頭 ツバサ号・マインドブロウ号・レジェンドパワー号

3202611月15日 小雨 良 （26福島4）第3日 第2競走 ��1，150�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

815 タイセイクインス 牝5青鹿 55
52 ▲小崎 綾也田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 490－ 41：09．3 17．4�

12 ヤマニンアタシャン 牝3鹿 54 伊藤 工真土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 416＋ 41：09．62 1．8�
816 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± 0 〃 アタマ 6．0�
47 トラストフェアリー 牝3栗 54

52 △岩崎 翼菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 430＋101：09．81 13．9�
36 ビットアリエス 牝3青鹿54 菱田 裕二礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 438± 0 〃 クビ 21．9�
714 デルマネコムスメ 牝4栗 55 津村 明秀浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 436－12 〃 ハナ 8．9�
59 バトルヴェルデ 牝3鹿 54 的場 勇人宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 若林牧場 462＋241：10．01� 17．5	
11 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 416＋ 41：10．1� 19．6

510 コートリーラッシュ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 下屋敷牧場 442± 01：10．2クビ 44．0�
611� リルバニヤン 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁ホースアディクト奥村 武 千歳 社台ファーム 438－ 41：10．94 127．4
713 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 B482＋ 81：11．11� 10．7�
35 � ドリームパワー 牝5鹿 55 平野 優�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 458＋101：11．2	 253．6�
48 スズカプリティー 牝3鹿 54 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B452－161：11．3	 47．9�
612 ス ペ リ オ ル 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 初也下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B496＋301：11．4� 151．6�
24 � サンテレーズ 牝4鹿 55

52 ▲原田 和真小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 414－ 91：11．5� 343．7�
23 � コウジンコラボ 牝4鹿 55 丸山 元気加藤 興一氏 根本 康広 新ひだか 山野牧場 458－10 （競走中止） 197．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，588，700円 複勝： 17，254，000円 枠連： 7，650，800円
馬連： 20，716，400円 馬単： 13，286，500円 ワイド： 13，061，500円
3連複： 27，588，200円 3連単： 39，064，800円 計： 151，210，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 350円 � 120円 � 130円 枠 連（1－8） 410円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 7，520円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，270円 �� 210円

3 連 複 ��� 5，420円 3 連 単 ��� 44，390円

票 数

単勝票数 計 125887 的中 � 5764（6番人気）
複勝票数 計 172540 的中 � 7503（9番人気）� 47417（1番人気）� 40577（2番人気）
枠連票数 計 76508 的中 （1－8） 14126（1番人気）
馬連票数 計 207164 的中 �� 5061（10番人気）
馬単票数 計 132865 的中 �� 1324（26番人気）
ワイド票数 計 130615 的中 �� 3511（11番人気）�� 2262（15番人気）�� 19710（1番人気）
3連複票数 計 275882 的中 ��� 3816（16番人気）
3連単票数 計 390648 的中 ��� 638（125番人気）

ハロンタイム 9．6―10．8―11．7―12．4―12．2―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．4―32．1―44．5―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイクインス �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2011．11．19 京都1着

2009．4．4生 牝5青鹿 母 ジュンプリンセス 母母 マ ー ゴ ー ン 32戦2勝 賞金 22，550，000円
〔競走中止〕 コウジンコラボ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 アルティメイト号

第４回 福島競馬 第３日



3202711月15日 小雨 良 （26福島4）第3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

815 ヴァンヘルシング 牡5青鹿 57
54 ▲小崎 綾也市川真奈美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 456± 01：46．9 2．5�

58 アイアムナチュラル 牡3鹿 55
53 △松若 風馬堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 506－ 21：47．0� 5．5�

34 シ ッ プ ウ �3黒鹿55 伊藤 工真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 482＋ 41：47．21� 27．0�

11 カノヤプレジデント �4鹿 57 中村 将之神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 484＋ 41：47．51	 5．4�
713 アサクサニッポン �5青 57 丸田 恭介田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 476－ 21：47．71� 33．8�
47 
 チョウエンペラー 牡3栗 55 熊沢 重文丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 452＋ 21：48．23 11．8	
712 レオネプチューン 牡6鹿 57 村田 一誠�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 476－ 21：48．3	 24．4

814 ローレルシャイニー 牡4黒鹿57 菱田 裕二 �ローレルレーシング 庄野 靖志 日高 豊郷牧場 478－ 41：48．51� 106．8�
23 ナリタタイフーン 牡5鹿 57

54 ▲城戸 義政�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 502－ 41：48．6� 83．2�
611 レ ア ン デ ル �4栗 57

54 ▲長岡 禎仁山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 田中 春美 480＋ 41：48．7� 285．0
35 ヤマニンパンテオン 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 460± 0 〃 アタマ 137．5�
59 コスモチャイム 牡3黒鹿 55

52 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 金成 貴史 浦河 市川フアーム B486＋ 41：48．8� 26．5�
46 ハルズハッピー 牡4芦 57

54 ▲伴 啓太田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 B506－ 41：48．9� 23．8�
22 メイショウエジソン 牡4栗 57

55 △岩崎 翼松本 和子氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 B474＋ 61：49．21	 142．3�
610 オメガユニコーン 牡4黒鹿57 丸山 元気原 �子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 470＋ 81：49．3	 5．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 12，826，300円 複勝： 20，356，400円 枠連： 6，486，300円
馬連： 22，183，800円 馬単： 13，203，800円 ワイド： 13，173，300円
3連複： 30，291，500円 3連単： 41，693，800円 計： 160，215，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 220円 � 610円 枠 連（5－8） 600円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，400円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 6，000円 3 連 単 ��� 21，130円

票 数

単勝票数 計 128263 的中 � 39889（1番人気）
複勝票数 計 203564 的中 � 48823（1番人気）� 23306（4番人気）� 6293（10番人気）
枠連票数 計 64863 的中 （5－8） 8271（1番人気）
馬連票数 計 221838 的中 �� 29230（1番人気）
馬単票数 計 132038 的中 �� 8062（2番人気）
ワイド票数 計 131733 的中 �� 11899（2番人気）�� 2254（17番人気）�� 1481（26番人気）
3連複票数 計 302915 的中 ��� 3784（20番人気）
3連単票数 計 416938 的中 ��� 1430（53番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．5―43．6―56．9―1：09．4―1：21．7―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．5
1
3
8，14，11（6，9，15）（7，13）10，12－2（5，4）－3－1
8（14，1）（11，15，10）（6，9，13）7（12，4）（2，5，3）

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

勝馬の
紹 介

ヴァンヘルシング �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．9．11 阪神5着

2009．4．13生 牡5青鹿 母 シャイニンレーサー 母母 ミルレーサー 23戦3勝 賞金 36，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ディープカジノ号

3202811月15日 小雨 良 （26福島4）第3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3：03．7良

34 シゲルヒタチ 牡3栗 58 白浜 雄造森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 486＋ 63：05．9 13．7�
57 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 500－ 63：06．53� 4．0�
46 アドミッション �3鹿 58 石神 深一 �シルクレーシング 武井 亮 日高 滝本 健二 552＋ 4 〃 クビ 25．2�
813� プロジェクトブルー 牡7鹿 60 山本 康志 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 B514＋ 43：06．71� 2．3�
22 キープトライン 牡4鹿 60 横山 義行岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B500＋ 23：07．33� 5．3	
45 キョウワアーサー 牡4栗 60 佐久間寛志�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 470＋223：07．72� 45．5

712 ワンダーバライル 牡7芦 60 黒岩 悠山本 信行氏 日吉 正和 浦河 小柳牧場 502＋12 〃 クビ 73．9�
69 プ レ ス リ ー 牡3黒鹿58 田村 太雅田畑 富子氏 境 直行 浦河 山口 義彦 490＋ 43：07．91� 12．8�
58 オ ベ レ ッ ク 牡4鹿 60 高野 和馬片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 472＋123：08．64 26．8
711 カゼニタツライオン 牡4栗 60 小坂 忠士小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 520＋ 83：08．7� 24．4�
33 サトノマーキュリー 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐里見 治氏 国枝 栄 むかわ 上水牧場 482± 03：09．55 27．7�
11 セクシイガール 牝3鹿 56 ▲原田 和真平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 454＋ 83：09．82 60．3�
610 ラ ス テ ラ 牝3鹿 56 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 472＋123：10．97 64．5�
814 オジュウチョウサン 牡3鹿 58 大江原 圭�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 B498＋123：19．6大差 99．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，467，100円 複勝： 12，613，000円 枠連： 7，100，500円
馬連： 18，596，400円 馬単： 13，579，600円 ワイド： 11，192，300円
3連複： 27，284，000円 3連単： 43，256，200円 計： 145，089，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 390円 � 190円 � 810円 枠 連（3－5） 1，770円

馬 連 �� 5，010円 馬 単 �� 11，850円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 5，970円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 49，180円 3 連 単 ��� 257，050円

票 数

単勝票数 計 114671 的中 � 6649（5番人気）
複勝票数 計 126130 的中 � 7810（5番人気）� 22165（2番人気）� 3373（10番人気）
枠連票数 計 71005 的中 （3－5） 3107（7番人気）
馬連票数 計 185964 的中 �� 2874（15番人気）
馬単票数 計 135796 的中 �� 859（39番人気）
ワイド票数 計 111923 的中 �� 1623（17番人気）�� 477（48番人気）�� 892（31番人気）
3連複票数 計 272840 的中 ��� 416（107番人気）
3連単票数 計 432562 的中 ��� 122（545番人気）
上り 1マイル 1：47．1 4F 52．3－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルヒタチ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 トワイニング デビュー 2013．8．11 小倉5着

2011．3．31生 牡3栗 母 タイキプロバンス 母母 タイキミストラル 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 シゲルハリマ号・スターファンタジア号



3202911月15日 小雨 良 （26福島4）第3日 第5競走 ��2，800�サラブレッド系障害3歳以上
発走12時05分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� 基準タイム3：03．7良

22 � エーシンジーライン 牡9黒鹿60 西谷 誠�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-
ter Farm 488－ 43：01．8 基準タイム 3．1�

45 カシマシンセイ 牡5鹿 62 山本 康志松浦 一久氏 奥村 武 浦河 大西ファーム 516＋ 43：02．54 7．1�
69 ラッキーバニラ 牡7青鹿60 浜野谷憲尚吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B502± 03：02．6クビ 14．7�
34 マキオボーラー 牡4黒鹿60 白浜 雄造猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 浦河 馬道 繁樹 476＋ 23：03．66 3．6�
711 ビコーピリラニ 牡4栗 60 田村 太雅�レジェンド 田所 秀孝 日高 高柳 隆男 480－ 23：04．02� 26．6	
33 � アポロドーロス 牡5鹿 60 五十嵐雄祐アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 496＋ 43：04．42� 35．3

610 リリースバージョン 牡7鹿 60 横山 義行薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 470－123：04．61	 96．9�
57 プレミアムウォーズ 
5栗 60 草野 太郎中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 478＋18 〃 ハナ 20．0�
813 メジロサンノウ 牡6黒鹿 64

61 ▲原田 和真岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞�湖 メジロ牧場 468＋ 23：04．92 5．7
712 プレミアムパス 牡6鹿 60 大江原 圭村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 484＋ 43：05．0� 50．8�
814� リアリーサムシング 牡6栗 60 林 満明吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 476－ 23：05．31� 60．9�
46 � アマクサハイヤ 牡5青鹿60 難波 剛健奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 488－143：06．47 53．2�
11 シュンケイリ 牡4鹿 60 森 一馬石川 博氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 458－103：07．35 39．9�
58 シゲルヘビザ 牡4黒鹿60 高野 和馬森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 492＋ 63：07．72� 13．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，945，600円 複勝： 14，630，900円 枠連： 8，132，400円
馬連： 21，119，200円 馬単： 14，296，400円 ワイド： 12，910，200円
3連複： 31，634，000円 3連単： 48，120，000円 計： 162，788，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 220円 � 330円 枠 連（2－4） 1，150円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 430円 �� 690円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 12，680円

票 数

単勝票数 計 119456 的中 � 29927（1番人気）
複勝票数 計 146309 的中 � 33013（1番人気）� 15725（4番人気）� 9223（7番人気）
枠連票数 計 81324 的中 （2－4） 5473（3番人気）
馬連票数 計 211192 的中 �� 13634（3番人気）
馬単票数 計 142964 的中 �� 5815（3番人気）
ワイド票数 計 129102 的中 �� 8100（2番人気）�� 4713（7番人気）�� 2917（13番人気）
3連複票数 計 316340 的中 ��� 6735（8番人気）
3連単票数 計 481200 的中 ��� 2751（25番人気）
上り 1マイル 1：45．1 4F 50．9－3F 37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エーシンジーライン �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Danzig デビュー 2007．8．5 小倉6着

2005．4．16生 牡9黒鹿 母 Lady Danz 母母 Classic Crown 障害：13戦2勝 賞金 44，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ウォンテッド号・テンジンキヨモリ号・テーオーダンシング号・ラッキーストリーク号・ルペールノエル号
（非抽選馬） 7頭 アグネスハイヤー号・クリスクリングル号・スズカマジェスタ号・タニノマンボ号・フサイチアソート号・

フリーダムシチー号・ボストンプラチナ号

3203011月15日 小雨 良 （26福島4）第3日 第6競走 ��
��1，700�サラブレッド系2歳

発走12時40分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．3
1：45．6

稍重
不良

35 ヴァージナル 牡2芦 55 菱田 裕二 �キャロットファーム 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 536 ―1：48．3 2．7�
58 ヒデノインペリアル 牡2栗 55

52 ▲小崎 綾也大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 486 ―1：48．51� 43．8�
23 クラウンシャイン 牡2栗 55 黛 弘人�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 442 ―1：48．6� 17．2�
611 スズカリバー 牡2鹿 55 丸山 元気永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B496 ―1：49．02� 3．3�
713 プリンセスロック 牝2鹿 54

52 △松若 風馬吉田 和美氏 大和田 成 浦河 浦河育成牧場 448 ―1：49．1クビ 14．4	
22 ブ リ ア ン ナ 牝2鹿 54 丹内 祐次中辻 明氏 武井 亮 浦河 岡部牧場 480 ―1：49．73� 49．9

59 ダ イ チ 牡2青鹿55 熊沢 重文田畑 利彦氏 石毛 善彦 新冠 田渕牧場 498 ―1：50．33� 21．6�
47 チョーハッピー 牡2栗 55 荻野 琢真豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 470 ―1：50．83 9．6�
610 シ ピ オ ー ネ 牡2栗 55 丸田 恭介門野 重雄氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム 488 ―1：51．12 16．1
34 コスモデント 牡2芦 55 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 松永 康利 日高 ナカノファーム 516 ― 〃 アタマ 85．5�
46 ペプチドアポロ 牡2栗 55

53 △岩崎 翼沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 494 ―1：51．2クビ 23．9�
712 アースジュリアーノ 牡2栗 55 伊藤 工真松山 増男氏 宗像 義忠 安平 田口 廣 516 ―1：51．62� 44．4�
814 パイレーツナイト 牡2芦 55 津村 明秀 �スピードファーム和田正一郎 新ひだか 岡田 猛 B476 ―1：51．7クビ 10．3�
815 ビヨンドザワルツ 牝2黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁丸山 担氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 430 ―1：53．6大差 40．4�
11 ラブオールユウ 牡2鹿 55 西田雄一郎栃本 實氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 452 ― （競走中止） 60．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，231，600円 複勝： 15，666，600円 枠連： 9，716，600円
馬連： 20，780，100円 馬単： 12，713，000円 ワイド： 12，902，200円
3連複： 26，408，500円 3連単： 38，552，700円 計： 150，971，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 830円 � 310円 枠 連（3－5） 2，250円

馬 連 �� 6，330円 馬 単 �� 8，960円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 720円 �� 6，090円

3 連 複 ��� 23，000円 3 連 単 ��� 123，130円

票 数

単勝票数 計 142316 的中 � 40706（1番人気）
複勝票数 計 156666 的中 � 38265（1番人気）� 3637（12番人気）� 11629（4番人気）
枠連票数 計 97166 的中 （3－5） 3337（10番人気）
馬連票数 計 207801 的中 �� 2542（24番人気）
馬単票数 計 127130 的中 �� 1063（32番人気）
ワイド票数 計 129022 的中 �� 1503（24番人気）�� 4852（4番人気）�� 524（61番人気）
3連複票数 計 264085 的中 ��� 861（77番人気）
3連単票数 計 385527 的中 ��� 227（389番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．2―12．6―13．2―13．0―13．3―13．5―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．2―42．8―56．0―1：09．0―1：22．3―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァージナル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2012．3．17生 牡2芦 母 ベビーグランド 母母 ホワットケイティーディド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ラブオールユウ号は，競走中に疾病〔左第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため2コーナーで競走中止。



3203111月15日 小雨 良 （26福島4）第3日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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

23 ローズミラクル 牡4青鹿57 菱田 裕二 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 540＋141：09．5 21．4�
35 ツクバアラモード 牝4栗 55 丸山 元気細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 B458＋ 21：09．6� 12．9�
11 クインスウィーティ 牝4芦 55

52 ▲小崎 綾也田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 438－ 21：09．81� 9．9�
12 トウカイインパルス 牡4青鹿57 熊沢 重文内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 520＋ 6 〃 クビ 6．8�
47 ショウナンバグース 牡4黒鹿57 津村 明秀国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 452＋ 21：09．9クビ 18．5�
510 レッドルシアン 牝3栗 54 横山 和生 	東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 428－ 41：10．21� 4．3

611 キボウダクリチャン 牝5栗 55

52 ▲井上 敏樹栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 460± 0 〃 ハナ 220．5�
713 アラカメジョウ 牝5鹿 55 的場 勇人�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 454－ 2 〃 クビ 32．4�
24 キネオリュウセイ 牡4黒鹿 57

55 △岩崎 翼吉田 千津氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 476± 0 〃 アタマ 8．9

48 	 スペシャルリッチ 牡4青鹿 57
54 ▲木幡 初也宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B514＋ 4 〃 ハナ 183．1�

612 ジャストザオネスト 牡4黒鹿 57
55 △松若 風馬ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 502＋ 6 〃 ハナ 8．0�
36 タガノレオーネ 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 496－ 21：10．3クビ 11．2�

815 シ ュ ウ ギ ン 牝4鹿 55 黛 弘人山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム 446－ 2 〃 クビ 56．7�

816 マサノハナチャン 牝3鹿 54
51 ▲長岡 禎仁中村 時子氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 442＋ 6 〃 アタマ 12．2�

59 スピードルーラー 牡5鹿 57 西田雄一郎嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 488－ 81：10．61� 8．9�
714	 マルイチスクワート 牡4青鹿57 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 474－121：11．23� 49．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，769，700円 複勝： 25，407，200円 枠連： 10，617，000円
馬連： 34，762，000円 馬単： 18，493，000円 ワイド： 19，290，000円
3連複： 44，965，300円 3連単： 63，394，500円 計： 232，698，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，140円 複 勝 � 760円 � 380円 � 400円 枠 連（2－3） 1，410円

馬 連 �� 14，370円 馬 単 �� 31，160円

ワ イ ド �� 3，430円 �� 3，420円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 36，930円 3 連 単 ��� 247，100円

票 数

単勝票数 計 157697 的中 � 5883（11番人気）
複勝票数 計 254072 的中 � 8162（12番人気）� 18596（5番人気）� 17385（7番人気）
枠連票数 計 106170 的中 （2－3） 5799（7番人気）
馬連票数 計 347620 的中 �� 1874（55番人気）
馬単票数 計 184930 的中 �� 445（116番人気）
ワイド票数 計 192900 的中 �� 1438（49番人気）�� 1443（48番人気）�� 3204（21番人気）
3連複票数 計 449653 的中 ��� 913（146番人気）
3連単票数 計 633945 的中 ��� 186（976番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―12．0―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．5―46．5―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローズミラクル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sevres Rose デビュー 2013．2．16 東京5着

2010．5．1生 牡4青鹿 母 ヴィアンローズ 母母 Princesse de Viane 9戦1勝 賞金 7，970，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走状況〕 トウカイインパルス号・スピードルーラー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スピードルーラー号は，平成26年11月16日から平成26年12月7日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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 タカラジェニファ号・ニシノニカ号

3203211月15日 小雨 良 （26福島4）第3日 第8競走 1，800�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
1：45．3
1：43．9

良
良

45 ブリュネット 牝4栗 55
52 ▲小崎 綾也 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 472± 01：48．4 2．5�

33 ティックルゴールド 牝3鹿 53 花田 大昂 �シルクレーシング 田島 俊明 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428－ 21：48．61� 35．1�

58 トウカイセンス 牝3鹿 53
51 △松若 風馬内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 430－ 41：48．81� 11．8�

69 ヤマニンアリエッタ 牝3黒鹿53 森 一馬土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 516－ 2 〃 クビ 15．2�
22 � ゴ ー ス ル ー 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 456＋10 〃 ハナ 4．9	
813 ヴィータアレグリア 牝3黒鹿 53

50 ▲伴 啓太 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 442－ 21：49．01� 24．8

610 レ オ ニ ー ズ 牡3鹿 55

52 ▲長岡 禎仁 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 21：49．32 10．1�

57 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 468＋ 2 〃 アタマ 39．3�

711 ミッキータイガー 牡4鹿 57 杉原 誠人野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 488－ 6 〃 ハナ 14．4
34 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 504＋ 41：49．4クビ 6．3�
46 ネルトスグアサ 牡4黒鹿57 横山 和生福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 454± 0 〃 クビ 98．0�
11 スイートクラウン 牝4栗 55

52 ▲木幡 初也谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 B500＋ 81：49．5クビ 58．9�
712 デイジーバローズ 牝5栗 55 伊藤 工真猪熊 広次氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 492－ 2 〃 クビ 51．1�
814 ナインテイルズ 牡3栗 55

54 ☆中井 裕二岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 470± 01：50．24 22．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 16，832，300円 複勝： 22，053，900円 枠連： 9，311，900円
馬連： 28，816，200円 馬単： 16，542，300円 ワイド： 16，803，700円
3連複： 36，195，000円 3連単： 57，503，100円 計： 204，058，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 710円 � 280円 枠 連（3－4） 650円

馬 連 �� 3，790円 馬 単 �� 5，760円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 510円 �� 3，970円

3 連 複 ��� 10，830円 3 連 単 ��� 49，040円

票 数

単勝票数 計 168323 的中 � 52235（1番人気）
複勝票数 計 220539 的中 � 56050（1番人気）� 5856（11番人気）� 18533（5番人気）
枠連票数 計 93119 的中 （3－4） 10953（1番人気）
馬連票数 計 288162 的中 �� 5891（12番人気）
馬単票数 計 165423 的中 �� 2152（17番人気）
ワイド票数 計 168037 的中 �� 2424（21番人気）�� 9169（3番人気）�� 1029（50番人気）
3連複票数 計 361950 的中 ��� 2505（36番人気）
3連単票数 計 575031 的中 ��� 850（148番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―12．3―12．4―12．2―12．0―11．9―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―37．0―49．4―1：01．6―1：13．6―1：25．5―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブリュネット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2012．12．22 阪神3着

2010．4．12生 牝4栗 母 レディカーニバル 母母 ヴァージニー 16戦2勝 賞金 36，818，000円
〔発走状況〕 ノアオーカン号は，発進不良〔出遅れ〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 シングンジョーカー号・ピタゴラスコンマ号・ヘレナモルフォ号・ポップジェムズ号
（非抽選馬） 1頭 ベルゲンクライ号



3203311月15日 曇 良 （26福島4）第3日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時10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

23 ベルリネッタ 牡3鹿 56 丹内 祐次大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 452＋ 61：09．7 15．0�
59 スプリングサヴァン 牝3鹿 54 伊藤 工真加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 426－121：09．91 58．0�
48 ダンツキャノン 牡3栗 56

54 △松若 風馬山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか カントリー牧場 516＋ 4 〃 ハナ 12．4�
11 ラ ヴ ィ オ リ 牝3黒鹿54 高倉 稜星野 祐介氏 鈴木 孝志 日高 西野 春樹 454－ 8 〃 アタマ 5．0�
35 マジカルビアンカ 牝4芦 55

52 ▲小崎 綾也村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 444－ 4 〃 アタマ 17．6�
36 ランパスキャット 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 500＋ 8 〃 クビ 15．5�
611 タカラジャンヌ 牝3鹿 54 横山 和生村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 418＋ 61：10．0� 25．0	
713 プラチナブロンド 牝3黒鹿54 菱田 裕二 
キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：10．1クビ 2．1�
612 メイショウカイモン �3鹿 56 西田雄一郎松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 466－ 2 〃 クビ 80．1�
24 ダイワミストレス 牝5黒鹿55 丸田 恭介大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 ハナ 14．3
815 モエレマリーア 牝5黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 458＋ 21：10．52� 122．1�
12 ロマネクイーン 牝4鹿 55 丸山 元気村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B464－ 21：10．6� 10．6�
816 スパイスシャワー 牝3鹿 54 中谷 雄太下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 460－ 21：10．7� 23．1�
714 ミ ス ネ バ ー 牝5栗 55 藤懸 貴志澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 480± 01：10．91	 106．6�
510 キョウエイダルク 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也田中 晴夫氏 武藤 善則 新冠 松浦牧場 434＋ 41：11．1� 50．8�
47 エーシンフルマーク �5栗 57 津村 明秀�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 490－ 41：11．41� 74．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，097，200円 複勝： 25，243，300円 枠連： 10，032，100円
馬連： 34，699，300円 馬単： 20，690，500円 ワイド： 18，774，400円
3連複： 46，215，800円 3連単： 74，458，900円 計： 247，211，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 460円 � 1，680円 � 270円 枠 連（2－5） 8，130円

馬 連 �� 35，900円 馬 単 �� 81，670円

ワ イ ド �� 11，050円 �� 2，420円 �� 12，160円

3 連 複 ��� 110，740円 3 連 単 ��� 749，750円

票 数

単勝票数 計 170972 的中 � 9101（6番人気）
複勝票数 計 252433 的中 � 14453（8番人気）� 3425（14番人気）� 28197（3番人気）
枠連票数 計 100321 的中 （2－5） 956（25番人気）
馬連票数 計 346993 的中 �� 749（71番人気）
馬単票数 計 206905 的中 �� 190（145番人気）
ワイド票数 計 187744 的中 �� 435（79番人気）�� 2035（27番人気）�� 395（83番人気）
3連複票数 計 462158 的中 ��� 313（245番人気）
3連単票数 計 744589 的中 ��� 72（1503番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―12．0―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．3―46．3―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルリネッタ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2013．10．19 京都6着

2011．4．28生 牡3鹿 母 エミネントプリティ 母母 ミラクルウィッチ 12戦2勝 賞金 16，705，000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 クルトメッシュ号

3203411月15日 曇 良 （26福島4）第3日 第10競走 ��
��1，700�

つ ち ゆ お ん せ ん

土 湯 温 泉 特 別
発走14時45分 （ダート・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
賞 品

本 賞 6，150，000
6，150，000

円
円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円

付 加 賞 311，000
311，000

円
円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

34 � サンデーミノル 牡4鹿 57 小崎 綾也吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B498－ 81：47．8 31．9�
59 メイショウソレイユ 牡4鹿 57 黛 弘人松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 456－ 2 〃 同着 8．5�
22 ヨヨギマック 牡3栗 55 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 514＋ 2 〃 クビ 2．2�
815 ゼンノスサノヲ 牡3栗 55 熊沢 重文大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 480－ 41：48．01	 17．5�
23 
 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± 01：48．21	 8．5�
712 コピーライター �4鹿 57 高倉 稜グリーンスウォード境 直行 新ひだか 米田牧場 504－ 61：48．41� 12．4	
814 ディーエスコマンド 牡4鹿 57 横山 和生秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 472－ 21：48．71 4．4

611 サンアナハイム 牡3黒鹿55 村田 一誠加藤 信之氏 伊藤 伸一 清水 小野瀬 晃司 488＋ 21：48．8� 20．3�
58 ボストンリョウマ 牡6青鹿57 岩崎 翼ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 488＋ 2 〃 ハナ 49．7
11 カシノカーム 牡3芦 55 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B466± 01：48．9 126．5�
47 エアーウェーブ 牡4鹿 57 松若 風馬小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 522＋ 61：49．11 122．4�
46 シンボリパソドブレ 牡4鹿 57 丸田 恭介シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 B486± 01：49．63 112．5�
713� サンマルヴィエント 牡6栗 57 伊藤 工真相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 480± 01：50．02� 114．7�
610 ディレットリーチェ 牝4栗 55 丸山 元気飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 508＋ 41：50．53 14．3�
35 サンマルウィーク 牡3青鹿55 中谷 雄太相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 田端牧場 448＋ 81：50．6クビ 107．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，371，600円 複勝： 22，510，400円 枠連： 13，771，800円
馬連： 37，074，100円 馬単： 20，906，000円 ワイド： 19，980，400円
3連複： 47，108，200円 3連単： 77，684，000円 計： 255，406，500円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

1，480円
450円 複 勝 �

�
410円
240円 � 130円 枠 連（3－5） 5，350円

馬 連 �� 8，380円 馬 単 ��
��

10，490円
7，460円

ワ イ ド �� 1，740円 ��
��

800円
410円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ���
���

38，250円
31，970円

票 数

単勝票数 計 163716 的中 � 4100（9番人気）� 15358（3番人気）
複勝票数 計 225104 的中 � 10386（8番人気）� 21033（4番人気）� 62958（1番人気）
枠連票数 計 137718 的中 （3－5） 1994（16番人気）
馬連票数 計 370741 的中 �� 3425（25番人気）
馬単票数 計 209060 的中 �� 746（65番人気）�� 1052（48番人気）
ワイド票数 計 199804 的中 �� 2749（21番人気）�� 6302（7番人気）�� 13517（3番人気）
3連複票数 計 471082 的中 ��� 7023（17番人気）
3連単票数 計 776840 的中 ��� 736（245番人気） ��� 881（205番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．4―30．8―44．2―57．8―1：09．9―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4F50．0―3F37．9
1
3
3（4，11）12（5，7，14）（10，15）8（2，9）－1＝6－13・（3，1）（11，14）（4，9）15，10（12，2）（7，8）－（5，6）－13

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

勝馬の
紹 介

�サンデーミノル �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ア フ リ ー ト

2010．5．6生 牡4鹿 母 マスコットレディ 母母 トップトレスル 10戦1勝 賞金 8，731，000円
初出走 JRA
市場取引馬
メイショウソレイユ �

�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Kris S. デビュー 2013．1．13 京都10着

2010．5．25生 牡4鹿 母 ズ リ 母母 Amizette 20戦3勝 賞金 22，131，000円
〔制裁〕 サンデーミノル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30，000円。
〔その他〕 ディレットリーチェ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）及び心房細動〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ディレットリーチェ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年1月15日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シングンカイロス号
（非抽選馬） 2頭 ウェルヴァースト号・ホワイトクリスマス号



3203511月15日 曇 良 （26福島4）第3日 第11競走 ��
��1，200�

い い ざ か お ん せ ん

飯 坂 温 泉 特 別
発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000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
1：07．0
1：06．5

良
良

713 ブルーピアス 牝5栗 55 中井 裕二田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 464－ 61：09．0 34．8�
47 インスペード 牡5黒鹿57 小崎 綾也�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 496＋10 〃 ハナ 8．0�
23 ベルモントラハイナ 牝3鹿 54 的場 勇人�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 446－10 〃 ハナ 4．0�
36 ダノンマッキンレー 牡3栗 56 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 488＋161：09．1� 5．3�
59 オリエンタルサン 牡4鹿 57 丹内 祐次下井 道博氏 高橋 義忠 浦河 東栄牧場 468＋ 2 〃 クビ 5．6	
714 ハ ピ ネ ス 牝3黒鹿54 杉原 誠人 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 61：09．2	 15．6

48 クラウンカイザー 牡5黒鹿57 菱田 裕二�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 498± 01：09．3クビ 18．2�
35 サンライズポパイ 牡6鹿 57 丸山 元気松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 472＋ 41：09．4	 23．5�
611 シニョリーナ 牝3青鹿54 丸田 恭介髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 B456＋ 41：09．5クビ 29．5
510 サクセスフィリア 牝3鹿 54 津村 明秀髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 438＋ 2 〃 ハナ 14．1�
816 ボブキャット 牡4鹿 57 伊藤 工真村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 520＋ 81：09．71� 19．6�
815 エクセレントピーク 牝6鹿 55 西田雄一郎飯田 正剛氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 476＋ 21：09．91 50．3�
612 フリーアズアバード 
6鹿 57 西村 太一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B470＋14 〃 クビ 58．2�
24 ヴァイサーリッター 牡3芦 56 黛 弘人 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 ハナ 9．5�
12 アイナマーリエ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか マルショウ牧場 B476－ 61：10．21	 75．5�
11 カシノエルフ 牡5栗 57 藤懸 貴志柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 498＋121：10．41 83．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，691，500円 複勝： 38，975，200円 枠連： 29，550，900円
馬連： 101，721，900円 馬単： 47，611，100円 ワイド： 40，327，700円
3連複： 137，034，900円 3連単： 205，679，700円 計： 628，592，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，480円 複 勝 � 920円 � 290円 � 160円 枠 連（4－7） 2，580円

馬 連 �� 17，060円 馬 単 �� 36，850円

ワ イ ド �� 5，130円 �� 2，970円 �� 810円

3 連 複 ��� 25，280円 3 連 単 ��� 217，050円

票 数

単勝票数 計 276915 的中 � 6359（12番人気）
複勝票数 計 389752 的中 � 8338（12番人気）� 33220（4番人気）� 83162（1番人気）
枠連票数 計 295509 的中 （4－7） 8844（11番人気）
馬連票数 計1017219 的中 �� 4619（58番人気）
馬単票数 計 476111 的中 �� 969（121番人気）
ワイド票数 計 403277 的中 �� 1964（65番人気）�� 3430（41番人気）�� 13406（4番人気）
3連複票数 計1370349 的中 ��� 4065（90番人気）
3連単票数 計2056797 的中 ��� 687（730番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．7―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．6―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーピアス �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 ラツキーソブリン デビュー 2011．11．26 東京5着

2009．2．8生 牝5栗 母 フジノバンナ 母母 オギサテンドール 30戦3勝 賞金 37，374，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走状況〕 ヴァイサーリッター号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し馬体検査。危険防止のため外枠から発走。
〔制裁〕 ヴァイサーリッター号の騎手黛弘人は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。

ブルーピアス号の騎手中井裕二は，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：9番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ヴァイサーリッター号は，平成26年11月16日から平成26年12月7日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 カイシュウタビビト号・ストロングロビン号・スフィンクス号・デイジーギャル号・ペガサスジュニア号・

ラヴァーズポイント号・ランドクイーン号

3203611月15日 曇 良 （26福島4）第3日 第12競走 ��
��2，000�

た か ゆ お ん せ ん

高 湯 温 泉 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 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

510 テスタメント 牡3鹿 55 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 430＋ 22：02．0 4．2�
12 リ ノ リ オ 牡3黒鹿55 丸田 恭介�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 498± 0 〃 クビ 6．1�
36 イレプレイスブル 牡4黒鹿57 横山 和生�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 470＋ 22：02．1クビ 7．6�
48 マウイノカオイ 牡4鹿 57 菱田 裕二金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 482＋ 4 〃 クビ 3．5�
713 ソードラック 牡3鹿 55 丸山 元気佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 458＋142：02．2� 11．8�
11 マイネルスパーブ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 474－ 2 〃 クビ 25．0	
47 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 442＋ 2 〃 ハナ 14．6

23 エリンジューム 牝4黒鹿55 黛 弘人 �シルクレーシング 高木 登 新ひだか 神垣 道弘 472＋ 22：02．4	 29．4�
815
 トーセンゴージャス 牡4黒鹿57 菅原 隆一島川 哉氏 成島 英春 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－102：02．5	 116．4�
611 エスユーハリケーン 牡4鹿 57 津村 明秀楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 482± 02：02．71 14．9�
35 ネコタイショウ 牡4鹿 57 西田雄一郎桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 436－102：03．01	 19．1�
59 ラグジードライブ �3栗 55 原田 和真西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 446－182：03．1� 84．7�
714 インプレショニスト 牝4鹿 55 高倉 稜吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 450－ 42：03．2� 28．8�
612 セレナビアンカ 牝3鹿 53 木幡 初也島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 444＋182：03．41� 55．8�
816 ジェイケイネオ 牡4青鹿57 松若 風馬小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 488＋ 22：03．71	 75．9�
24 マイネルナタリス 牡7黒鹿57 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 42：03．8� 92．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，963，000円 複勝： 40，368，600円 枠連： 18，566，700円
馬連： 62，267，800円 馬単： 31，102，500円 ワイド： 29，814，800円
3連複： 80，635，500円 3連単： 130，142，500円 計： 416，861，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 260円 � 210円 枠 連（1－5） 1，320円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 650円 �� 710円 �� 970円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 17，740円

票 数

単勝票数 計 239630 的中 � 45247（2番人気）
複勝票数 計 403686 的中 � 66186（2番人気）� 35968（4番人気）� 49992（3番人気）
枠連票数 計 185667 的中 （1－5） 10829（6番人気）
馬連票数 計 622678 的中 �� 30797（2番人気）
馬単票数 計 311025 的中 �� 8103（4番人気）
ワイド票数 計 298148 的中 �� 11908（4番人気）�� 10851（5番人気）�� 7713（10番人気）
3連複票数 計 806355 的中 ��� 15965（7番人気）
3連単票数 計1301425 的中 ��� 5318（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．9―48．8―1：01．7―1：14．6―1：26．8―1：38．6―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テスタメント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2013．10．12 東京1着

2011．4．13生 牡3鹿 母 ブラックエンブレム 母母 ヴァンドノワール 7戦2勝 賞金 22，325，000円
※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 エスターブレ号・サンドラバローズ号・ディールフロー号・マイネルカーミン号・マイネルゾンネ号・

マジックポスト号・ヤマニンアルゴシー号・ルーベンスクラフト号



（26福島4）第3日 11月15日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

180，850，000円
4，460，000円
1，961，000円
16，560，000円
66，546，000円
6，387，600円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
191，944，400円
275，046，000円
139，337，800円
427，111，300円
236，756，900円
222，932，000円
571，232，000円
867，834，000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 2，932，194，400円

総入場人員 7，343名 （有料入場人員 5，467名）
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