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単勝
人気

2902510月25日 晴 良 （26福島3）第3日 第1競走 ��3，350�サラブレッド系障害3歳以上
発走9時50分（番組第4競走を順序変更） （ 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700万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：41．2良

57 サンライズロイヤル 牡5鹿 60 植野 貴也松岡 隆雄氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 546＋183：39．0レコード 3．4�
712 フサイチアソート �9栗 60

57 ▲原田 和真岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム 456＋ 23：40．27 3．2�
46 ショウナンカミング 牡6栗 60 横山 義行国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 金石牧場 468＋ 6 〃 クビ 5．7�
22 � トーセンプラチナ 牡5鹿 60 石神 深一島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 480－ 43：40．62� 25．0�
58 ミヤコデラックス 牡5鹿 60 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B478＋143：40．81	 29．0�
813 テンジンキヨモリ 牡4青鹿60 江田 勇亮白井 岳氏 武井 亮 浦河 赤田牧場 478± 03：41．01 7．0	
610 テイエムブユウデン 牡7鹿 61 林 満明竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 474－ 63：41．74 33．4

45 アグネスハイヤー 牡8鹿 60 田村 太雅渡辺公美子氏 
島 一歩 千歳 社台ファーム 472＋263：42．01� 17．7�
11 ボストンプラチナ 牡7青鹿60 高野 和馬ボストンホース� 柄崎 孝 日高 浦新 徳司 460＋163：42．21	 11．2
33 � クリノテンペスタ 牡7栗 60 鈴木 慶太栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 482＋103：42．51� 165．6�
69 ティンバーウルフ 牡7栗 60 浜野谷憲尚大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 442－ 83：42．81� 57．7�
814 オウケンウッド 牡6芦 60 蓑島 靖典福井 明氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 464＋ 23：43．86 29．2�
711 クリスクリングル 牡4鹿 60 大江原 圭井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 520＋223：45．6大差 63．7�
34 � コブラボール 牡10青鹿60 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 480－ 23：57．0大差 88．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 6，998，200円 複勝： 10，980，000円 枠連： 6，443，100円
馬連： 18，043，700円 馬単： 12，677，100円 ワイド： 10，109，500円
3連複： 28，768，400円 3連単： 39，656，900円 計： 133，676，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 120円 � 140円 枠 連（5－7） 550円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 260円 �� 340円 �� 310円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 3，300円

票 数

単勝票数 計 69982 的中 � 16416（2番人気）
複勝票数 計 109800 的中 � 25585（1番人気）� 24527（2番人気）� 17125（3番人気）
枠連票数 計 64431 的中 （5－7） 9042（1番人気）
馬連票数 計 180437 的中 �� 24370（1番人気）
馬単票数 計 126771 的中 �� 7968（2番人気）
ワイド票数 計 101095 的中 �� 10368（1番人気）�� 7156（3番人気）�� 8217（2番人気）
3連複票数 計 287684 的中 ��� 24663（1番人気）
3連単票数 計 396569 的中 ��� 8709（1番人気）
上り 1マイル 1：48．0 4F 53．5－3F 39．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンライズロイヤル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．1．29 京都6着

2009．2．20生 牡5鹿 母 ロイヤルパートナー 母母 ダンスパートナー 障害：9戦2勝 賞金 32，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の19頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）19頭 アポロドーロス号・アマクサハイヤ号・エアペイシェンス号・エイブルブラッド号・エーシンジーライン号・

エーシンホワイティ号・カシマシンセイ号・シゲルヘビザ号・シャイニーブラック号・シュンケイリ号・
ソンブレロ号・テイエムセイリュウ号・プレミアムウォーズ号・マイネルガヴロシュ号・マッキーバッハ号・
メジロサンノウ号・ラッキーバニラ号・リアリーサムシング号・リリースバージョン号

2902610月25日 晴 稍重 （26福島3）第3日 第2競走 1，700�サラブレッド系2歳
発走10時25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

33 メイショウカシュウ 牡2鹿 55
52 ▲城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 486－ 61：47．8 10．4�

11 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 434－ 21：47．9� 58．4�
45 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 420－ 61：48．64 30．6�
69 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 530＋ 41：48．7� 2．1�
711 ディーエスレイザー 牡2青鹿55 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 488± 01：49．02 5．5�
22 セルリアンコスモ 牡2鹿 55 丸山 元気�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 504± 01：49．1� 4．1	
712 ミスタービッグ 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二田畑 富子氏 森 秀行 浦河 小倉牧場 456＋161：49．52� 214．8

610 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 458－ 21：49．6� 106．7�
34 チェリーポセイドン 牡2栗 55 津村 明秀櫻井 悦朗氏 大和田 成 浦河 北俣 牧夫 452＋ 8 〃 クビ 11．2
46 タイセイエナジー 牡2栗 55 平野 優田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 474－ 21：49．7� 16．5�
814 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 438－ 61：50．76 42．4�
57 カンタベリーバロン 牡2鹿 55

52 ▲原田 和真峰 哲馬氏 二本柳俊一 新冠 佐藤 静子 460＋ 21：50．8� 223．5�
813 フォアグリーム 牡2栗 55 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 日高 川島 良一 498＋ 61：50．9� 211．2�
58 ベニバナオンリー 牡2黒鹿55 横山 和生ベニバナ組合 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 486＋ 61：51．96 43．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，460，800円 複勝： 18，420，900円 枠連： 7，217，700円
馬連： 22，763，200円 馬単： 15，176，500円 ワイド： 13，282，600円
3連複： 31，547，700円 3連単： 49，331，200円 計： 170，200，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 350円 � 1，260円 � 810円 枠 連（1－3） 15，980円

馬 連 �� 19，600円 馬 単 �� 42，150円

ワ イ ド �� 5，370円 �� 3，460円 �� 12，420円

3 連 複 ��� 140，000円 3 連 単 ��� 760，960円

票 数

単勝票数 計 124608 的中 � 9575（4番人気）
複勝票数 計 184209 的中 � 15668（5番人気）� 3575（9番人気）� 5791（7番人気）
枠連票数 計 72177 的中 （1－3） 350（26番人気）
馬連票数 計 227632 的中 �� 900（32番人気）
馬単票数 計 151765 的中 �� 270（65番人気）
ワイド票数 計 132826 的中 �� 638（31番人気）�� 998（29番人気）�� 274（52番人気）
3連複票数 計 315477 的中 ��� 169（146番人気）
3連単票数 計 493312 的中 ��� 47（779番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．2―42．9―56．3―1：09．3―1：22．4―1：35．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウカシュウ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 Pulpit デビュー 2014．7．19 中京4着

2012．3．21生 牡2鹿 母 プリンセスブルー 母母 ジャストフォーチャンス 5戦1勝 賞金 6，100，000円

第３回 福島競馬 第３日



2902710月25日 晴 稍重 （26福島3）第3日 第3競走 1，700�サラブレッド系3歳以上
発走10時55分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

713 マ ユ キ 牝3栗 53
52 ☆中井 裕二稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 478± 01：46．1 11．3�

23 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 444± 01：46．31� 3．7�

47 グランドエンジェル 牝3鹿 53 武士沢友治�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 446＋ 61：46．51� 3．8�
46 � シェイプリー 牝5鹿 55

52 ▲長岡 禎仁 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか ケイアイファーム 484＋ 81：47．03 30．4�
35 � ラゴディラゴライ 牝4鹿 55 菱田 裕二佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：47．32 13．9	
59 エンドレスラヴ 牝4鹿 55 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 日高 細川牧場 486＋161：47．51 20．3

814� アルティメイトラブ 牝5黒鹿55 黛 弘人 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 476－ 61：47．6� 8．7�
611 ファストソング 牝4栗 55 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 498＋ 41：48．23� 11．4�
22 アイリッシュハープ 牝3栗 53 勝浦 正樹 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B446＋ 81：48．3� 5．8
815 マスタープラチナム 牝4栗 55 丸山 元気�谷岡牧場 栗田 徹 新ひだか 谷岡牧場 454－ 61：48．51 117．4�
58 � クイーンズライフ 牝5栗 55

52 ▲木幡 初也 �スカイツリーレーシング 畠山 重則 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440－111：49．24 216．9�

11 アディシオン 牝4鹿 55
52 ▲井上 敏樹島川 利子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 502＋141：50．05 80．6�

34 コロナプリンセス 牝3栗 53 二本柳 壮鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 信岡牧場 460＋181：50．42� 83．6�
712 スヴァラッシー 牝3青鹿 53

50 ▲城戸 義政吉田 正志氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム 470＋261：50．71� 20．9�
610 レディーピンク 牝4鹿 55 伊藤 工真小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 450－ 4 〃 クビ 34．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 12，394，700円 複勝： 22，206，500円 枠連： 9，618，800円
馬連： 25，282，200円 馬単： 15，546，800円 ワイド： 15，444，700円
3連複： 37，116，900円 3連単： 48，516，000円 計： 186，126，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 410円 � 140円 � 140円 枠 連（2－7） 750円

馬 連 �� 3，660円 馬 単 �� 8，080円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 1，370円 �� 310円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 32，680円

票 数

単勝票数 計 123947 的中 � 8699（5番人気）
複勝票数 計 222065 的中 � 9335（7番人気）� 46702（2番人気）� 48099（1番人気）
枠連票数 計 96188 的中 （2－7） 9890（2番人気）
馬連票数 計 252822 的中 �� 5341（14番人気）
馬単票数 計 155468 的中 �� 1442（32番人気）
ワイド票数 計 154447 的中 �� 2715（16番人気）�� 2665（17番人気）�� 14716（1番人気）
3連複票数 計 371169 的中 ��� 5910（11番人気）
3連単票数 計 485160 的中 ��� 1076（89番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―11．6―12．2―12．5―12．5―13．0―13．0―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．1―29．7―41．9―54．4―1：06．9―1：19．9―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．2
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マ ユ キ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．9．14 阪神1着

2011．4．27生 牝3栗 母 イズミコマンダー 母母 イズミレディ 8戦2勝 賞金 14，650，000円
〔発走状況〕 アディシオン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

ファストソング号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 マユキ号の騎手中井裕二は，負担重量について注意義務を怠り戒告。

アディシオン号の騎手井上敏樹は，発馬機内での御法（くぐられた）について戒告。
〔調教再審査〕 アディシオン号は，発走調教再審査。

2902810月25日 晴 良 （26福島3）第3日 第4競走 2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時25分（番組第1競走を順序変更） （ 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

67 アルトゥバン 牡6栗 60 黒岩 悠�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 498＋ 23：01．2 7．4�
44 � 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 B510± 03：01．3� 3．5�
55 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 B498＋123：01．51� 26．1�
33 メイショウアラワシ 牡3栗 58 植野 貴也松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 454－ 6 〃 クビ 3．0�
66 ウメジマダイオー 牡5鹿 60 江田 勇亮村田 滋氏 畠山 重則 平取 高橋 啓 510± 03：01．6� 3．7	
78 � リネンハウス 牡5栗 60 蓑島 靖典戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 504－ 83：01．7� 51．6

11 � スターファンタジア 牝5黒鹿58 浜野谷憲尚下井 道博氏 石栗 龍彦 浦河 東栄牧場 494＋ 43：04．8大差 113．6�
811 タイキサクセション 牡4栗 60 五十嵐雄祐�大樹ファーム 浅野洋一郎 大樹 大樹ファーム 430＋ 23：05．33 12．3�
79 ケイアイホクトセイ �4鹿 60 高野 和馬亀田 和弘氏 和田 正道 新ひだか 松田牧場 510＋143：05．51� 27．0
22 ユメノナカヘ 牝3青鹿56 小野寺祐太�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 小西ファーム 464－ 4 （競走中止） 115．7�
810� レッドガルシア 牡5栗 60 大江原 圭 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B516＋12 （競走中止） 21．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 10，881，200円 複勝： 12，244，200円 枠連： 6，658，000円
馬連： 18，494，100円 馬単： 14，256，000円 ワイド： 11，127，700円
3連複： 28，935，800円 3連単： 50，744，800円 計： 153，341，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 220円 � 150円 � 450円 枠 連（4－6） 570円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，160円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 7，840円 3 連 単 ��� 45，250円

票 数

単勝票数 計 108812 的中 � 11722（4番人気）
複勝票数 計 122442 的中 � 13965（4番人気）� 26981（2番人気）� 5475（6番人気）
枠連票数 計 66580 的中 （4－6） 8994（3番人気）
馬連票数 計 184941 的中 �� 9218（5番人気）
馬単票数 計 142560 的中 �� 3601（11番人気）
ワイド票数 計 111277 的中 �� 7223（4番人気）�� 1238（23番人気）�� 2783（10番人気）
3連複票数 計 289358 的中 ��� 2767（25番人気）
3連単票数 計 507448 的中 ��� 813（123番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 51．1－3F 38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→	→�」
1
�

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

勝馬の
紹 介

アルトゥバン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2010．9．20 阪神4着

2008．5．22生 牡6栗 母 イケイケサンドリン 母母 サンドリーン 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ユメノナカヘ号は，2号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

レッドガルシア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 アルトゥバン号の騎手黒岩悠は，向正面で蛇行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・4番）

メイショウアラワシ号の騎手植野貴也は，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。
プロジェクトブルー号の騎手山本康志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

〔その他〕 アルトゥバン号は，5号障害手前で内側に逃避し，また，7号障害手前で外側に逃避したことについて障害調教注意。
〔鼻出血による出走制限〕 レッドガルシア号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年11月25日まで出走できない。



2902910月25日 晴 良 （26福島3）第3日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12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

12 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 B466－ 41：09．4 7．0�

815 エースナンバー 牡2黒鹿55 吉田 隼人�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム 486＋ 21：09．93 9．2�

510 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 440－ 2 〃 クビ 3．9�

47 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 396－101：10．0� 20．1�

612 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 424＋121：10．1クビ 14．4

11 シーユーアゲン 牡2鹿 55 黛 弘人浅川 皓司氏 萱野 浩二 洞�湖 レイクヴィラファーム 418－ 61：10．31� 43．2�
713 ル パ ン 牡2栗 55 横山 和生宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 444＋14 〃 アタマ 32．7�
23 ロードワイルド 牡2鹿 55

52 ▲長岡 禎仁 	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 432＋ 41：10．51� 82．6
48 タ ナ ボ タ 牝2栗 54

52 △松若 風馬松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 ヤナガワ牧場 430＋ 2 〃 ハナ 3．4�
59 シゲルルミナリエ 牝2鹿 54 丸田 恭介森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 パカパカ

ファーム 440＋ 6 〃 ハナ 61．6�
24 バッドイナフ 牡2栗 55

52 ▲井上 敏樹グリーンスウォード武井 亮 新ひだか 鹿嶋牧場 480＋ 4 〃 クビ 224．2�
714 カシノリコーダー 牝2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 404－101：10．6� 243．2�
35 サ ン オ ー ギ 牝2黒鹿54 高倉 稜竹原 孝昭氏 石毛 善彦 熊本 片山 建治 430－ 21：10．91	 158．5�
36 オーヴェール 牝2栗 54

51 ▲原田 和真村山 卓也氏 栗田 徹 新ひだか 藤本牧場 406－ 81：11．11� 17．8�
611 カシノツバサ 牡2栗 55 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 480＋14 〃 アタマ 9．5�
816 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 414＋ 61：11．2クビ 12．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，148，600円 複勝： 19，827，900円 枠連： 10，538，100円
馬連： 26，550，700円 馬単： 16，069，400円 ワイド： 16，326，700円
3連複： 39，012，500円 3連単： 52，291，600円 計： 196，765，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 240円 � 260円 � 170円 枠 連（1－8） 2，180円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 6，890円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 580円 �� 730円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 30，970円

票 数

単勝票数 計 161486 的中 � 18229（3番人気）
複勝票数 計 198279 的中 � 20128（4番人気）� 17844（5番人気）� 35931（2番人気）
枠連票数 計 105381 的中 （1－8） 3734（10番人気）
馬連票数 計 265507 的中 �� 5120（14番人気）
馬単票数 計 160694 的中 �� 1747（24番人気）
ワイド票数 計 163267 的中 �� 3324（14番人気）�� 7509（2番人気）�� 5799（6番人気）
3連複票数 計 390125 的中 ��� 7022（6番人気）
3連単票数 計 522916 的中 ��� 1224（73番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．1―11．8―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．1―45．9―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンペンタゴン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．6．8 東京16着

2012．3．6生 牡2青 母 トーセンキャッスル 母母 ラ フ ィ カ 6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。
（非当選馬） 1頭 カナラズカナラズ号
（非抽選馬） 1頭 アラビアンハート号

2903010月25日 晴 稍重 （26福島3）第3日 第6競走 2，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・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
2：30．2
2：28．6

重
不良

33 アドマイヤイバマ 牡4芦 57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：35．2 3．2�
67 マキシマムフロウ 牡3栗 54 勝浦 正樹 �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム B472＋ 2 〃 ハナ 2．4�
11 カフジスター 牡3青鹿 54

52 △岩崎 翼加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 462± 02：35．51� 13．8�
22 ヴァルティカル 牡4鹿 57

54 ▲小崎 綾也 �社台レースホース飯田 雄三 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B442－ 62：35．81� 13．2�

810 クラウンデピュティ 牡3芦 54 吉田 隼人矢野 恭裕氏 金成 貴史 新ひだか 高橋 修 B490＋ 22：36．12 19．5�
66 サトノミラクル 牡3鹿 54 杉原 誠人里見 治氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 562＋142：36．52� 11．0	
78 エンジェルラダー 牡3鹿 54 荻野 琢真吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 494＋ 82：36．6� 7．9

811 パンズラビリンス 牝3鹿 52

50 △松若 風馬 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 432－ 22：36．7クビ 12．3�
55 トーセンローツェ 牝3鹿 52 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 448－ 62：38．29 222．7
44 スリーケーザル �3栗 54

51 ▲城戸 義政永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 B466＋ 22：38．62� 70．1�
79 リネンタキシード 牡7青鹿57 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 B524－ 82：39．13 93．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 12，249，800円 複勝： 15，989，800円 枠連： 6，937，200円
馬連： 21，207，200円 馬単： 15，676，600円 ワイド： 13，116，100円
3連複： 29，600，000円 3連単： 52，901，500円 計： 167，678，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 120円 � 210円 枠 連（3－6） 200円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 160円 �� 490円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 3，510円

票 数

単勝票数 計 122498 的中 � 30510（2番人気）
複勝票数 計 159898 的中 � 36949（2番人気）� 38531（1番人気）� 14239（4番人気）
枠連票数 計 69372 的中 （3－6） 25700（1番人気）
馬連票数 計 212072 的中 �� 55396（1番人気）
馬単票数 計 156766 的中 �� 17880（2番人気）
ワイド票数 計 131161 的中 �� 26159（1番人気）�� 5689（7番人気）�� 7376（4番人気）
3連複票数 計 296000 的中 ��� 21238（3番人気）
3連単票数 計 529015 的中 ��� 10916（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―24．8―37．7―50．7―1：03．9―1：17．4―1：31．1―1：44．0―1：56．5―2：09．2―2：22．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤイバマ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．12．8 阪神1着

2010．1．26生 牡4芦 母 スペシャライズ 母母 スペシャルアラート 17戦3勝 賞金 32，830，000円



2903110月25日 晴 良 （26福島3）第3日 第7競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （芝・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
1：45．3
1：43．9

良
良

24 レッドラヴィータ 牝3栗 53
51 △松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 444－ 41：47．0 4．4�

612 ブリュネット 牝4栗 55 杉原 誠人 �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 472－121：47．1� 13．4�
11 センセーション 牝3鹿 53

50 ▲小崎 綾也田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 478± 01：47．31� 5．4�
23 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＋10 〃 ハナ 60．7�
713 アサクサティアラ 牝4青鹿55 菱田 裕二田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 438－ 2 〃 ハナ 2．9	
12 デイジーバローズ 牝5栗 55

52 ▲長岡 禎仁猪熊 広次氏 尾形 和幸 浦河 有限会社
吉田ファーム 494＋ 4 〃 クビ 170．6


59 スカイグラフィティ 牝4芦 55
53 △岩崎 翼飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 488＋ 4 〃 アタマ 122．9�

510 ナイトブルーミング 牝4芦 55 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 446± 01：47．4クビ 7．3�
815 ブリリアントアスク 牝4鹿 55 武士沢友治廣崎 利洋氏 田村 康仁 新冠 川上牧場 456＋ 21：47．5� 53．0
35 トウカイセンス 牝3鹿 53

50 ▲城戸 義政内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 434＋12 〃 クビ 22．9�
611 インプレショニスト 牝4鹿 55 吉田 隼人吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454± 01：47．6� 15．8�
816 ハ ツ ガ ツ オ 牝3鹿 53 横山 和生江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 484＋ 2 〃 クビ 57．4�
48 フリティラリア 牝4芦 55 津村 明秀 �シルクレーシング 鈴木 伸尋 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 21：47．7� 109．3�
47 サンアグライア 牝3鹿 53 勝浦 正樹ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 平取 高橋 幸男 456＋ 21：47．8クビ 16．8�
714� ロンギングシャネル 牝4鹿 55 水口 優也坂本 浩一氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：47．9� 329．1�
36 ヤマニンシェリル 牝4栗 55 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 468＋121：48．11� 19．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，857，200円 複勝： 26，665，700円 枠連： 9，077，000円
馬連： 30，475，400円 馬単： 19，242，900円 ワイド： 18，009，000円
3連複： 44，989，300円 3連単： 63，597，300円 計： 229，913，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 210円 � 320円 � 200円 枠 連（2－6） 1，720円

馬 連 �� 4，160円 馬 単 �� 6，850円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 530円 �� 960円

3 連 複 ��� 5，050円 3 連 単 ��� 34，380円

票 数

単勝票数 計 178572 的中 � 31942（2番人気）
複勝票数 計 266657 的中 � 34416（3番人気）� 19535（5番人気）� 36797（2番人気）
枠連票数 計 90770 的中 （2－6） 4076（9番人気）
馬連票数 計 304754 的中 �� 5668（17番人気）
馬単票数 計 192429 的中 �� 2104（24番人気）
ワイド票数 計 180090 的中 �� 3108（18番人気）�� 9222（4番人気）�� 4760（8番人気）
3連複票数 計 449893 的中 ��� 6673（10番人気）
3連単票数 計 635973 的中 ��� 1341（96番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．0―12．6―12．4―11．4―11．6―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．4―48．0―1：00．4―1：11．8―1：23．4―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドラヴィータ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．6．23 阪神2着

2011．2．22生 牝3栗 母 ディクシージャズ 母母 ディクシースプラッシュ 11戦2勝 賞金 21，400，000円

2903210月25日 晴 良 （26福島3）第3日 第8競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時45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
1：07．0
1：06．5

良
良

815 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 512＋ 41：08．6 13．9�
35 レッドルシアン 牝3栗 53 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 432－101：08．7� 6．3�
59 シャルマンウーマン 牝3鹿 53

50 ▲長岡 禎仁阿部 紀子氏 小島 茂之 浦河 宮内牧場 506± 01：08．8� 4．0�
24 ジャストザオネスト 牡4黒鹿57 平野 優ジャスト・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 496－ 8 〃 アタマ 52．0�
714 ボストンサクラ 牝5黒鹿 55

52 ▲城戸 義政ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 448－101：08．9� 24．5	
510 ケルシャンス 牝3鹿 53

50 ▲小崎 綾也 
キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 418± 0 〃 ハナ 4．5�
23 キネオリュウセイ 牡4黒鹿 57

56 ☆中井 裕二吉田 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＋ 61：09．0クビ 6．3�

816 アラカメジョウ 牝5鹿 55
52 ▲伴 啓太
アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 456＋ 4 〃 クビ 14．7

36 ウインドストリーム 牝4鹿 55
53 △松若 風馬�G1レーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム 464＋14 〃 アタマ 18．0�

11 ヤマニンカヴァリエ 牡5鹿 57 藤懸 貴志土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 514＋121：09．1� 16．4�
48 エイユーモモチャン 牝4黒鹿55 菅原 隆一笹部 義則氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 512＋ 41：09．2� 59．5�
47 ヨ ア ケ 牡6黒鹿 57

54 ▲木幡 初也 
高木競走馬育成牧場 牧 光二 新ひだか 高橋 誠次 B492＋ 61：09．3� 56．4�
612 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＋ 21：09．4� 119．0�
12 ヤマホトトギス 牝3鹿 53

50 ▲原田 和真江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 458－ 6 〃 クビ 40．3�
713 ハドソンシチー 牡4黒鹿 57

55 △岩崎 翼 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 452＋ 41：09．5� 12．1�
611 ファンアットコート 牝4鹿 55 小野寺祐太
ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 41：09．71 330．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，649，000円 複勝： 25，729，700円 枠連： 12，714，500円
馬連： 30，784，700円 馬単： 17，937，900円 ワイド： 18，260，300円
3連複： 43，191，500円 3連単： 62，323，300円 計： 226，590，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 490円 � 210円 � 180円 枠 連（3－8） 2，130円

馬 連 �� 6，180円 馬 単 �� 14，550円

ワ イ ド �� 2，780円 �� 1，550円 �� 790円

3 連 複 ��� 12，240円 3 連 単 ��� 105，070円

票 数

単勝票数 計 156490 的中 � 8948（6番人気）
複勝票数 計 257297 的中 � 10899（8番人気）� 32565（4番人気）� 43978（1番人気）
枠連票数 計 127145 的中 （3－8） 4606（9番人気）
馬連票数 計 307847 的中 �� 3859（28番人気）
馬単票数 計 179379 的中 �� 924（59番人気）
ワイド票数 計 182603 的中 �� 1641（36番人気）�� 3010（18番人気）�� 6175（6番人気）
3連複票数 計 431915 的中 ��� 2645（39番人気）
3連単票数 計 623233 的中 ��� 430（354番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―11．5―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．1―45．6―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボブキャット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Caerleon デビュー 2012．8．26 新潟2着

2010．4．14生 牡4鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali 11戦2勝 賞金 16，766，000円
〔発走状況〕 ウインドストリーム号は，枠入り不良。
※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 アイファーマシェリ号
（非抽選馬） 3頭 ウインネオルーラー号・ウルトラサウンド号・バトルムーングロウ号



2903310月25日 晴 良 （26福島3）第3日 第9競走 ��1，150�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
1：06．9
1：06．9

良
良

612 カシノスティーヴ 牡3栗 55 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 492－ 61：08．4 4．6�
12 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 454＋10 〃 クビ 22．4�
59 トーコーグリーン 牡4黒鹿 57

56 ☆中井 裕二森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 504＋121：08．72 16．7�
11 � エイシンラナウェー 牡3栗 55

53 △松若 風馬�栄進堂 西園 正都 米 BryLynn
Farm, Inc. 484－ 21：08．8� 3．8�

714� コウギョウサンデー 牡4鹿 57 二本柳 壮菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 520＋ 2 〃 ハナ 6．0�
611� イヤーオブドラゴン 牡4鹿 57 伊藤 工真窪田 康志氏 大竹 正博 米 Sally An-

dersen 514＋ 2 〃 ハナ 14．4	
510 ミシックトウショウ 牝6鹿 55 岩部 純二トウショウ産業� 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 452－141：09．01� 89．1

47 ヘリオドール 牝3青鹿 53

50 ▲伴 啓太�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 442－ 61：09．1クビ 71．1�

24 サウンドアドバイス 牝4栗 55
53 △岩崎 翼加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 456＋ 41：09．2� 87．5�

815 ニシノラピート 牝3栗 53
50 ▲木幡 初也西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 470－ 81：09．3クビ 12．0

48 � ストームジャガー 牡4鹿 57 勝浦 正樹馬場 幸夫氏 安田 隆行 米 Cloverleaf
Farms II, Inc. 496＋ 4 〃 ハナ 4．8�

36 � スペシャルリッチ 牡4青鹿57 吉田 隼人宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B510＋ 21：09．4� 173．6�
35 � ブルーモントレー 牝4栗 55

52 ▲小崎 綾也�須野牧場 和田 正道 米 Fares
Farm, LLC 476－ 2 〃 クビ 79．2�

23 サンタレジーナ 牝3栗 53 丸田 恭介吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム B472± 01：09．72 12．2�
713� セーノークイン 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 482－ 61：10．12� 97．7�
816 テルミドール 牝3黒鹿53 小野寺祐太�ミルファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 418－ 41：10．42 291．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，701，700円 複勝： 28，089，800円 枠連： 11，341，500円
馬連： 39，067，800円 馬単： 22，116，300円 ワイド： 20，778，200円
3連複： 52，295，500円 3連単： 78，955，400円 計： 274，346，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 510円 � 470円 枠 連（1－6） 680円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 4，870円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，390円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 13，920円 3 連 単 ��� 62，970円

票 数

単勝票数 計 217017 的中 � 37136（2番人気）
複勝票数 計 280898 的中 � 49862（1番人気）� 12659（9番人気）� 13789（7番人気）
枠連票数 計 113415 的中 （1－6） 12800（1番人気）
馬連票数 計 390678 的中 �� 10015（12番人気）
馬単票数 計 221163 的中 �� 3401（17番人気）
ワイド票数 計 207782 的中 �� 5050（12番人気）�� 3876（19番人気）�� 1567（33番人気）
3連複票数 計 522955 的中 ��� 2817（49番人気）
3連単票数 計 789554 的中 ��� 909（228番人気）

ハロンタイム 9．5―10．7―11．3―11．8―12．5―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．2―31．5―43．3―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノスティーヴ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2013．7．28 小倉7着

2011．4．3生 牡3栗 母 ケイアイステルス 母母 コガネパーク 14戦2勝 賞金 17，550，000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 オリエンタルエジル号

2903410月25日 晴 良 （26福島3）第3日 第10競走 ��2，000�
だ て

伊 達 特 別
発走14時50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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

612 コウエイワンマン 牡3黒鹿55 丸山 元気西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 524± 01：59．2 14．0�
47 ハッピーモーメント 牡4鹿 57 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 ハナ 2．5�
713 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 468－ 81：59．41� 16．8�
23 オメガユニコーン 牡4黒鹿57 吉田 隼人原 �子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 462－ 8 〃 クビ 6．9�
24 ウインインスパイア 牡3黒鹿55 津村 明秀�ウイン 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 438＋ 21：59．5クビ 4．9	
59 オカホンコー 牡3鹿 55 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 484＋101：59．71� 95．0

510 イタリアンフェッテ 牝3鹿 53 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 406± 0 〃 ハナ 75．7�
48 ピタゴラスコンマ 牡5鹿 57 丸田 恭介髙瀬 真尚氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 512－181：59．8� 23．5�
12 	 ベネフィットユー 牡5黒鹿57 西田雄一郎宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 448± 0 〃 アタマ 69．3
36 リボントリコロール 牝4芦 55 伊藤 工真 �グリーンファーム菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 438－ 41：59．9� 7．2�
611 テイエムオペラドン 牡5鹿 57 小崎 綾也竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 468＋ 22：00．0クビ 38．5�
815 サムソンズシエル 牡3鹿 55 松若 風馬 �シルクレーシング 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 504－ 42：00．21� 17．9�
11 クラウンアトラス 
4黒鹿57 武士沢友治�クラウン 田島 俊明 新冠 カミイスタット 468＋122：00．3� 315．8�
816 ビットビバーチェ 牡4芦 57 菱田 裕二礒川 正明氏 今野 貞一 新ひだか 西村 和夫 476＋ 6 〃 ハナ 19．6�
714 マイネルピクトル 牡3鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新ひだか 大典牧場 500－ 82：00．4� 70．3�
35 シンゼンタイガ 牡3栗 55 �島 良太原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 500－ 22：00．5� 161．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，912，800円 複勝： 36，025，400円 枠連： 17，417，900円
馬連： 52，316，600円 馬単： 29，523，200円 ワイド： 27，213，300円
3連複： 67，581，000円 3連単： 111，370，000円 計： 366，360，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 340円 � 140円 � 360円 枠 連（4－6） 1，160円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 4，870円

ワ イ ド �� 610円 �� 2，010円 �� 850円

3 連 複 ��� 6，480円 3 連 単 ��� 44，830円

票 数

単勝票数 計 249128 的中 � 14147（5番人気）
複勝票数 計 360254 的中 � 22654（5番人気）� 87708（1番人気）� 21231（6番人気）
枠連票数 計 174179 的中 （4－6） 11590（4番人気）
馬連票数 計 523166 的中 �� 24083（5番人気）
馬単票数 計 295232 的中 �� 4539（18番人気）
ワイド票数 計 272133 的中 �� 11861（5番人気）�� 3313（22番人気）�� 8223（7番人気）
3連複票数 計 675810 的中 ��� 7817（17番人気）
3連単票数 計1113700 的中 ��� 1801（131番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―11．6―12．0―12．0―12．1―12．3―11．8―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．2―35．8―47．8―59．8―1：11．9―1：24．2―1：36．0―1：47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コウエイワンマン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2013．10．6 京都2着

2011．4．10生 牡3黒鹿 母 ジョウテンセレブ 母母 ミヤギミノル 12戦2勝 賞金 25，205，000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 エスターブレ号



2903510月25日 晴 良 （26福島3）第3日 第11競走 ��1，150�フルーツラインカップ
発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．10．19以降26．10．19まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

福島市長賞（1着）
賞 品

本 賞 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

815� シュトラール 牡4鹿 56 勝浦 正樹前田 幸治氏 武藤 善則 米 Machmer
Hall 484－ 81：07．4 3．2�

612 ミヤジエルビス 牡4青鹿57 丸山 元気曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 484－141：07．71� 6．7�
23 � ミリアグラシア 牝4栗 53 杉原 誠人杉浦 正彦氏 千田 輝彦 米 Brereton

C. Jones 506＋ 41：07．8� 8．3�
714 デリケートアーチ 牝5栃栗52 木幡 初也 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B476－ 61：08．12 23．3�
510 セイユウスマイル 牝4鹿 52 横山 和生松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 486＋ 2 〃 アタマ 59．9�
12 � エイシンテキサス 牡4青 57 高倉 稜平井 克彦氏 松元 茂樹 米 Redmon

Farm, LLC 492＋ 21：08．73� 4．3	
816 ヒルノケアンズ 牝4黒鹿52 田中 健
ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 470－ 4 〃 ハナ 12．9�
47 � スウェプトアロー 牡5芦 54 津村 明秀矢野 秀春氏 池上 昌弘 様似 様似堀牧場 B478－ 4 〃 クビ 47．1�
24 ノボピュアリティ 牝5鹿 53 菱田 裕二
LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 494－ 21：08．8クビ 18．8
48 ヒカリマサムネ 牡4栗 55 西田雄一郎
ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 462± 01：08．9� 13．8�
36 � マスターエクレール 牝5黒鹿51 伴 啓太�服部牧場 牧 光二 米 Hidden

Springs Farm B502－ 8 〃 クビ 96．4�
59 ベ ル ラ イ ン 牝4栗 52 吉田 隼人永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：09．0クビ 16．5�
35 � メイショウクロシオ 牡6鹿 53 岩崎 翼松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 470＋ 21：09．1� 100．6�
611 ビーナストリック 牝4栗 53 武士沢友治友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 474＋241：09．52� 56．9�
713 ナイスゴールド 牝5栗 52 丸田 恭介 
ワイ・アール・シー 高橋 裕 日高 木村牧場 466－ 21：09．6クビ 52．4�
11 ヴ ァ ー ノ ン 牡3栗 53 原田 和真�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 482－ 8 〃 アタマ 22．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，186，800円 複勝： 45，627，800円 枠連： 30，269，100円
馬連： 108，854，100円 馬単： 53，750，900円 ワイド： 46，022，900円
3連複： 147，080，700円 3連単： 222，276，500円 計： 686，068，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 190円 � 230円 枠 連（6－8） 940円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 550円 �� 650円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 11，720円

票 数

単勝票数 計 321868 的中 � 78746（1番人気）
複勝票数 計 456278 的中 � 102736（1番人気）� 58406（3番人気）� 42509（4番人気）
枠連票数 計 302691 的中 （6－8） 24790（2番人気）
馬連票数 計1088541 的中 �� 62493（2番人気）
馬単票数 計 537509 的中 �� 17862（3番人気）
ワイド票数 計 460229 的中 �� 21933（2番人気）�� 18269（3番人気）�� 13238（7番人気）
3連複票数 計1470807 的中 ��� 39071（3番人気）
3連単票数 計2222765 的中 ��� 13742（12番人気）

ハロンタイム 9．3―10．3―10．8―11．9―12．3―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．3―19．6―30．4―42．3―54．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F37．0
3 10（1，8）2（9，11，15）（3，4，7）16－（6，13）14－12，5 4 10，8（1，2）（9，15）11（3，7）4（6，13，14，16）－12－5

勝馬の
紹 介

�シュトラール �
�
父 Speightstown �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2012．10．28 新潟1着

2010．2．1生 牡4鹿 母 Ling 母母 Voodoo Lily 8戦4勝 賞金 42，559，000円
※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。
（非当選馬） 3頭 コップヒヤザケ号・タンブルブルータス号・マリカ号
（非抽選馬） 4頭 クラウンカイザー号・ゴールドディガー号・サンセルマン号・ルベーゼドランジェ号

2903610月25日 晴 良 （26福島3）第3日 第12競走 ��1，200�
あ い づ

会 津 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 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

48 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 466＋ 81：07．7 10．1�
24 ヤマニンマルキーザ 牡3栗 55 伊藤 工真土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 458＋ 2 〃 ハナ 4．7�
12 プラチナブロンド 牝3黒鹿53 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 434＋ 61：08．12� 4．3�
11 セ シ リ ア 牝5栗 55 丸田 恭介田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 446－ 6 〃 クビ 3．4�
714 タカラジャンヌ 牝3鹿 53 横山 和生村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 412± 01：08．2クビ 171．5�
23 ヒカルブルービー 牡3鹿 55 勝浦 正樹ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 新冠 守矢牧場 464－241：08．3� 34．7	
47 カシノランナウェイ �4栗 57 高倉 稜柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 498－ 21：08．4クビ 34．3

612 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 514＋ 61：08．5� 13．9�
611 エクスパーシヴ 牝4鹿 55 丸山 元気前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 472± 0 〃 クビ 12．7�
36 チェネレントラ 牝4鹿 55 津村 明秀 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454± 01：08．6クビ 26．0
816	 エリモフローラ 牝4黒鹿55 岩崎 翼山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 488＋141：08．7� 50．4�
510 トウシンムサシ 牡3栗 55 田中 健�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 454± 01：08．91� 22．4�
35 ブリッツカイザー 牡3栗 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 496－ 41：09．22 13．2�
713 ラ ド ゥ ガ 牝4鹿 55 宮崎 北斗石川 幸司氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 456－ 41：09．73 61．5�
815	 インキュベーター �4鹿 57 松若 風馬吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 B488＋10 〃 クビ 232．1�
59 ホークインザブルー �4鹿 57 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 464＋ 81：09．8� 84．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，375，700円 複勝： 40，834，000円 枠連： 22，539，500円
馬連： 70，653，600円 馬単： 37，729，100円 ワイド： 32，835，400円
3連複： 89，657，200円 3連単： 145，470，700円 計： 468，095，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 260円 � 170円 � 170円 枠 連（2－4） 1，970円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 7，290円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，230円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 31，900円

票 数

単勝票数 計 283757 的中 � 22380（4番人気）
複勝票数 計 408340 的中 � 34554（4番人気）� 69183（2番人気）� 64860（3番人気）
枠連票数 計 225395 的中 （2－4） 8862（9番人気）
馬連票数 計 706536 的中 �� 19261（10番人気）
馬単票数 計 377291 的中 �� 3881（24番人気）
ワイド票数 計 328354 的中 �� 9440（8番人気）�� 6542（12番人気）�� 18012（3番人気）
3連複票数 計 896572 的中 ��� 17348（8番人気）
3連単票数 計1454707 的中 ��� 3306（79番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．7―11．3―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．1―44．4―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリエンタルサン �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．8．26 小倉5着

2010．3．26生 牡4鹿 母 レアシルウィア 母母 フミノアミューズ 25戦2勝 賞金 23，845，000円
※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 イーグルアモン号・エーシンマイェスタ号・カシノワルツ号・クレムリンシチー号・コスモマイルール号・

トシファイブスター号・マコトサダイジン号



（26福島3）第3日 10月25日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 177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

177，000，000円
3，440，000円
1，900，000円
16，260，000円
63，631，000円
6，057，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
211，816，500円
302，641，700円
150，772，400円
464，493，300円
269，702，700円
242，526，400円
639，776，500円
977，435，200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 3，259，164，700円

総入場人員 7，767名 （有料入場人員 5，829名）
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