
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

2900110月18日 晴 良 （26福島3）第1日 第1競走 ��2，750�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2：57．4良

46 カリスマミッキー 牡6栗 60 熊沢 重文三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 488－ 42：58．2 1．8�
45 ホッコーゼニト 牡5鹿 60 難波 剛健矢部 道晃氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 462－ 42：59．05 5．6�
813� レッドグルーヴァー 牡5芦 60 高田 潤 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Edition Farm 480＋14 〃 クビ 14．7�
34 � カシノデューク 牡5栗 60 蓑島 靖典柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 492± 02：59．21� 18．9�
33 オ ベ ロ ン 	4鹿 60 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 486＋102：59．3
 9．9	
712 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 482－ 42：59．93� 135．6

58 リアルブラック 	5青鹿60 林 満明大迫 基弘氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 510＋ 43：00．32� 56．4�
711� チョイワルグランパ 牡8黒鹿60 白浜 雄造�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム 508＋ 43：00．4� 6．8�
11 ウォンテッド 牡4黒鹿60 西谷 誠谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 482＋ 2 〃 クビ 31．3
57 テーオーゼウス 牡6黒鹿60 佐久間寛志小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 492± 03：00．61� 25．9�
69 � エムエムベレッタ 牡5栗 60 浜野谷憲尚ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 新冠 グリー牧場 466＋123：01．02� 72．7�
22 サンマルボス 牡7鹿 60 高野 和馬相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 488＋ 23：02．06 87．4�
610 ヤマニンアーマー 牡6鹿 60 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 458－16 （競走中止） 52．5�
814� テーオーダンシング 	7鹿 60 平沢 健治小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 532± 0 （競走中止） 28．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 9，273，400円 複勝： 13，425，800円 枠連： 7，670，600円
馬連： 17，341，000円 馬単： 12，598，800円 ワイド： 10，330，100円
3連複： 28，826，800円 3連単： 42，716，700円 計： 142，183，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 330円 枠 連（4－4） 560円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 220円 �� 780円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 7，090円

票 数

単勝票数 計 92734 的中 � 39534（1番人気）
複勝票数 計 134258 的中 � 45904（1番人気）� 26155（2番人気）� 5977（6番人気）
枠連票数 計 76706 的中 （4－4） 10523（3番人気）
馬連票数 計 173410 的中 �� 26023（1番人気）
馬単票数 計 125988 的中 �� 13838（1番人気）
ワイド票数 計 103301 的中 �� 14926（1番人気）�� 3040（7番人気）�� 1613（15番人気）
3連複票数 計 288268 的中 ��� 8111（6番人気）
3連単票数 計 427167 的中 ��� 4362（15番人気）
上り 1マイル 1：43．9 4F 50．2－3F 36．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カリスマミッキー �
�
父 カリズマティック �

�
母父 パークリージエント デビュー 2010．9．11 阪神7着

2008．4．26生 牡6栗 母 ジュピターガール 母母 ダイナシヨール 障害：4戦2勝 賞金 26，600，000円
〔競走中止〕 ヤマニンアーマー号は，2号障害〔竹柵〕着地時に転倒したため競走中止。

テーオーダンシング号は，2号障害〔竹柵〕飛越後に，転倒した「ヤマニンアーマー」号を避けようとし，騎手が落馬したた
め競走中止。

〔制裁〕 テーオーゼウス号の騎手佐久間寛志は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の29頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ショウナンカミング号・テンジンキヨモリ号
（非抽選馬）27頭 アグネスハイヤー号・アップトゥデイト号・アマクサハイヤ号・エアペイシェンス号・オウエイロブロイ号・

オウケンウッド号・カシマシンセイ号・クリスクリングル号・クリノテンペスタ号・コブラボール号・
サンライズロイヤル号・シゲルヘビザ号・テイエムセイリュウ号・テイエムブユウデン号・ティンバーウルフ号・
トウシンボルト号・トーセンプラチナ号・フサイチアソート号・プレミアムウォーズ号・ボストンプラチナ号・
マッキーバッハ号・ミヤコデラックス号・メイショウブシドウ号・ラッキーストリーク号・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

2900210月18日 晴 良 （26福島3）第1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

23 ワトソンクリック 牡2鹿 55
52 ▲原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 508－ 41：47．8 2．4�

59 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 526＋ 8 〃 クビ 14．0�
815� ミ ス エ リ カ 牝2黒鹿54 津村 明秀荒牧 政美氏 手塚 貴久 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

494－ 61：48．54 9．7�
34 ノースウィナー 牡2栗 55

53 △松若 風馬吉澤 克己氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 494－ 41：48．82 4．6�
814 パルパルパピヨン 牝2鹿 54 吉田 隼人堀口 晴男氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 474＋ 41：49．22� 4．9�
46 ロイヤルパンプ 牡2栗 55

52 ▲小崎 綾也吉田 哲哉氏 中竹 和也 平取 稲原牧場 522＋261：49．73 22．2�
35 オ ヤ カ タ 牡2栗 55

54 ☆中井 裕二吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 北俣 牧夫 472－121：50．01	 17．2	
58 ネ コ ソ ラ 牡2栗 55 宮崎 北斗桐谷 茂氏 堀井 雅広 様似 様似共栄牧場 510－ 81：50．1クビ 21．5

22 トップリバティ 牡2黒鹿 55

52 ▲城戸 義政�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 510＋ 41：50．41	 15．4�
610 オープンマーケット 牡2黒鹿55 丸山 元気島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 486－ 81：50．82� 195．0
11 ラッシュダンス 牝2鹿 54 柴山 雄一門野 重雄氏 奥村 武 新冠 対馬 正 416－ 81：51．43� 138．3�
47 コスモエポール 牡2青 55 黛 弘人岡田 繁幸氏 畠山 重則 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 516＋101：51．61
 214．2�
712 アラビアンローズ 牝2黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁吉田 勝利氏 尾形 和幸 新ひだか 坂本牧場 448＋121：51．7� 152．9�
713 ルーヴルヴォイス 牝2栗 54 西田雄一郎 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 422－ 21：51．91
 329．5�
611 コスモプリシオーソ 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新冠 大林ファーム 482－ 4 （競走中止） 63．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，312，100円 複勝： 19，799，500円 枠連： 8，359，000円
馬連： 23，196，300円 馬単： 15，332，100円 ワイド： 13，366，500円
3連複： 31，546，200円 3連単： 45，804，800円 計： 173，716，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 310円 � 270円 枠 連（2－5） 950円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 690円 �� 640円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 23，820円

票 数

単勝票数 計 163121 的中 � 52485（1番人気）
複勝票数 計 197995 的中 � 49734（1番人気）� 13318（6番人気）� 16173（4番人気）
枠連票数 計 83590 的中 （2－5） 6761（4番人気）
馬連票数 計 231963 的中 �� 10440（5番人気）
馬単票数 計 153321 的中 �� 3852（8番人気）
ワイド票数 計 133665 的中 �� 5065（6番人気）�� 5536（4番人気）�� 1378（23番人気）
3連複票数 計 315462 的中 ��� 4272（17番人気）
3連単票数 計 458048 的中 ��� 1394（71番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―11．3―12．6―12．8―12．7―13．3―13．4―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―29．5―42．1―54．9―1：07．6―1：20．9―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．2
1
3
4，14（2，6，15）（5，8）13（3，12）＝（9，11）（1，7）－10
4，14，15－（2，3，5）8（6，9）－（12，13）10，1＝7

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

勝馬の
紹 介

ワトソンクリック �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2014．8．9 新潟6着

2012．4．10生 牡2鹿 母 ジュウモンジ 母母 グランドクロス 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔競走中止〕 コスモプリシオーソ号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため1コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ワトソンクリック号の騎手原田和真は，前検量の際に所定の検量時刻に遅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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ミヤビリヴェール号

第３回 福島競馬 第１日



2900310月18日 晴 良 （26福島3）第1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

69 ニーレンベルギア 牝5黒鹿55 松田 大作吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 452＋121：46．8 13．2�
58 ノースファイヤー 牝3青鹿53 津村 明秀キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 490－ 21：47．01� 5．1�
814 ラフェットデメール 牝3黒鹿 53

50 ▲小崎 綾也大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B448－ 61：47．53 13．9�
610 プラウドレガシー 牝3鹿 53

50 ▲木幡 初也 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 追分ファーム 448－ 41：47．6クビ 25．3�
46 パーティブロッサム 牝5黒鹿55 黛 弘人飯田 良枝氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 480－101：48．02� 50．8�
712 レイヨンヴェール 牝3黒鹿53 柴山 雄一 	グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 496± 01：48．1� 6．0

34 メイショウマツシマ 牝3青鹿53 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 61：48．2クビ 34．6�
711 ピッツネイル 牝3芦 53

51 △岩崎 翼 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか カントリー牧場 506＋ 31：48．41� 34．8�

813 オ ク リ モ ノ 牝3栗 53
50 ▲長岡 禎仁�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 480± 0 〃 ハナ 10．1

45 ハイキートーン 牝4栗 55 武 幸四郎�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B452＋ 41：48．61� 8．1�
33 	 スプリングデジレ 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 清水 誠一 458＋ 81：49．55 142．7�
11 タイキグラミー 牝4鹿 55 吉田 隼人�大樹ファーム 尾形 充弘 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 452－241：49．6クビ 5．5�
22 ヤマニンアリエッタ 牝3黒鹿 53

51 △松若 風馬土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 516＋ 41：49．92 5．9�
57 ヒ ラ リ ア ス 牝3鹿 53 丸田 恭介岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 本桐牧場 458± 01：50．0� 19．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，278，000円 複勝： 19，233，700円 枠連： 8，430，500円
馬連： 23，679，600円 馬単： 14，629，600円 ワイド： 13，599，600円
3連複： 33，861，300円 3連単： 44，461，300円 計： 171，173，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 350円 � 180円 � 420円 枠 連（5－6） 2，130円

馬 連 �� 4，320円 馬 単 �� 9，320円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 2，790円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 15，270円 3 連 単 ��� 95，930円

票 数

単勝票数 計 132780 的中 � 8024（7番人気）
複勝票数 計 192337 的中 � 13233（7番人気）� 34115（1番人気）� 10392（8番人気）
枠連票数 計 84305 的中 （5－6） 3058（13番人気）
馬連票数 計 236796 的中 �� 4239（19番人気）
馬単票数 計 146296 的中 �� 1177（39番人気）
ワイド票数 計 135996 的中 �� 2481（18番人気）�� 1223（34番人気）�� 3415（12番人気）
3連複票数 計 338613 的中 ��� 1663（56番人気）
3連単票数 計 444613 的中 ��� 336（359番人気）

ハロンタイム 7．3―10．9―11．4―12．2―12．9―13．3―13．2―12．8―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．2―29．6―41．8―54．7―1：08．0―1：21．2―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F38．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ニーレンベルギア �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Almutawakel デビュー 2011．8．27 札幌3着

2009．3．3生 牝5黒鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 25戦2勝 賞金 24，100，000円
〔制裁〕 ノースファイヤー号の調教師小西一男は，馬場入場後に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。

2900410月18日 晴 良 （26福島3）第1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

710 カントリースノー �7黒鹿 60
57 ▲原田 和真鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 530－ 23：00．8 3．4�

69 � ホ ク レ ア 牡5栗 60 高野 和馬古賀 和夫氏 和田 正道 新ひだか 西村 和夫 464＋ 8 〃 ハナ 2．5�
11 エ ト ラ 牝3鹿 56 佐久間寛志佐藤 則子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 432＋ 23：03．2大差 95．3�
22 ツクバヤマノオー �5青 60 横山 義行荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 506－203：03．3� 26．8�
711 テイエムオドロキ 牝3栗 56 小坂 忠士竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 440－ 43：03．4� 68．3�
33 トーセンエスプリ 牝3栗 56 浜野谷憲尚島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 460＋ 2 〃 クビ 18．8	
812� ラ ノ ラ ラ ク 牝4栗 58 小野寺祐太
ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 490－ 63：04．99 16．1�
68 プ コ ナ コ ナ 牡3鹿 58 蓑島 靖典松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 アイズスタッド株式会社 482－103：07．5大差 99．8�
813 クラウンビション 牝4栗 58 大江原 圭クラウン 伊藤 伸一 新ひだか 仲野牧場 468－ 63：09．09 56．7�
57 フレンドワン 牡5黒鹿60 鈴木 慶太戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 478＋ 23：11．5大差 39．5�
44 スティルレーベン 牡4鹿 60 山本 康志大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 478＋ 2 （競走中止） 14．3�
45 	 ジョーマダガスカル �5鹿 60 林 満明上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 506± 0 （競走中止） 6．4�
56 トーアイタダキ 牡3栗 58 五十嵐雄祐高山ランド 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 454＋ 4 （競走中止） 9．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 9，273，900円 複勝： 12，617，200円 枠連： 7，133，400円
馬連： 18，036，300円 馬単： 13，442，800円 ワイド： 10，198，100円
3連複： 27，660，700円 3連単： 44，566，700円 計： 142，929，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 120円 � 1，800円 枠 連（6－7） 410円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 220円 �� 5，090円 �� 4，200円

3 連 複 ��� 11，040円 3 連 単 ��� 38，050円

票 数

単勝票数 計 92739 的中 � 21556（2番人気）
複勝票数 計 126172 的中 � 29018（2番人気）� 34156（1番人気）� 957（12番人気）
枠連票数 計 71334 的中 （6－7） 13288（1番人気）
馬連票数 計 180363 的中 �� 36061（1番人気）
馬単票数 計 134428 的中 �� 12653（2番人気）
ワイド票数 計 101981 的中 �� 15014（1番人気）�� 443（42番人気）�� 538（37番人気）
3連複票数 計 276607 的中 ��� 1878（34番人気）
3連単票数 計 445667 的中 ��� 849（112番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 50．7－3F 37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カントリースノー �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2010．1．24 中山2着

2007．3．21生 �7黒鹿 母 スノースタイル 母母 シャルムダンサー 障害：5戦1勝 賞金 9，800，000円
〔競走中止〕 スティルレーベン号は，1周目1号障害〔ハードル〕着地時に騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。

ジョーマダガスカル号は，3号障害〔バンケット〕通過後にバランスをくずし，騎手が落馬したため競走中止。
トーアイタダキ号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時に騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。



2900510月18日 晴 良 （26福島3）第1日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時15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
1：48．2
1：45．9

良
良

811 テイエムフタエマル 牝2鹿 54
52 △岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 492 ―1：51．6 17．0�

68 オ フ ビ ー ト 牡2鹿 55 西田雄一郎松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 446 ―1：51．91� 26．6�
11 ヤマニンナジャーハ 牝2黒鹿54 高倉 稜土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 434 ―1：52．11� 3．8�
56 キングダッシュ 牡2栗 55 津村 明秀本間 茂氏 山内 研二 浦河 大道牧場 498 ― 〃 クビ 18．5�
79 モノクロームシチー 牡2芦 55 丸田 恭介 �友駿ホースクラブ 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 466 ―1：52．2	 16．9�
55 ダークネブラス 牡2青鹿55 丸山 元気 	サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466 ―1：52．52 3．0

33 ク レ オ ー ル 牝2栗 54 吉田 隼人 	キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 442 ―1：52．81� 5．2�
22 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 498 ―1：52．9	 5．4�
710 ビービージェミニ 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁	坂東牧場 奥村 武 平取 坂東牧場 380 ―1：53．22 64．3
44 オーゴンダーク 牡2栗 55 松田 大作永田 清男氏 谷原 義明 新ひだか 今 牧場 456 ―1：53．41	 49．1�
67 ボンヌジュルネ 牝2栗 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 438 ―1：53．82	 107．6�
812 セイユウムサシ 牡2鹿 55 柴山 雄一星 雄一郎氏 佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 458 ―1：54．65 34．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 12，546，500円 複勝： 16，224，500円 枠連： 6，972，100円
馬連： 20，802，000円 馬単： 15，457，700円 ワイド： 12，969，400円
3連複： 29，331，000円 3連単： 48，990，800円 計： 163，294，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 370円 � 560円 � 180円 枠 連（6－8） 6，560円

馬 連 �� 14，010円 馬 単 �� 23，090円

ワ イ ド �� 4，610円 �� 910円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 22，960円 3 連 単 ��� 172，410円

票 数

単勝票数 計 125465 的中 � 5897（6番人気）
複勝票数 計 162245 的中 � 10510（5番人気）� 6329（8番人気）� 30299（2番人気）
枠連票数 計 69721 的中 （6－8） 823（20番人気）
馬連票数 計 208020 的中 �� 1150（35番人気）
馬単票数 計 154577 的中 �� 502（64番人気）
ワイド票数 計 129694 的中 �� 704（41番人気）�� 3811（9番人気）�� 1390（24番人気）
3連複票数 計 293310 的中 ��� 958（65番人気）
3連単票数 計 489908 的中 ��� 206（409番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―13．4―13．3―13．2―12．3―11．9―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．1―51．4―1：04．6―1：16．9―1：28．8―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．7
1
3
11，10（1，8）6（2，4）9－5，7，3－12
11（10，8）（1，6，4）（5，2，9）（3，7）－12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムフタエマル �
�
父 サムライハート �

�
母父 コマンダーインチーフ 初出走

2012．4．5生 牝2鹿 母 マイネフューチャー 母母 ネ ジ ー ン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 クレオール号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 クレオール号は，発走調教再審査。

2900610月18日 晴 良 （26福島3）第1日 第6競走 ��1，150�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

813 マ ン リ ー 牡4鹿 57 吉田 隼人古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 516－121：08．2 4．5�
57 チュウワベイビー 牝3芦 53

50 ▲小崎 綾也中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 武雄 458＋ 81：08．3� 18．6�
45 カ ッ サ イ 牡3鹿 55

53 △松若 風馬 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 486－ 21：09．15 5．6�
69 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 474－ 61：09．2� 12．5�
56 レ デ ィ ー 牝4鹿 55 高倉 稜浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 438－ 8 〃 クビ 28．8�
11 � ハ ル コ マ チ 牝4鹿 55 西田雄一郎髙橋 治夫氏 星野 忍 新冠 中本牧場 B486＋101：09．3� 32．6	
22 ラッキーマイラブ 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹�ターフ・スポート鈴木 康弘 浦河 酒井牧場 478＋ 41：09．4� 107．4

812 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 502＋141：09．5クビ 90．3�
68 アイムオンファイア 牝4栗 55 平野 優小池 宗人氏 二ノ宮敬宇 新ひだか タイヘイ牧場 506＋121：09．71	 104．6�
711 ホワイトポピー 牝4芦 55 柴山 雄一楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 430－121：10．23 9．6
44 グラントリノ 牝5栗 55 宮崎 北斗加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 446＋ 81：10．52 303．7�
710 ダイワコンシード 牝3鹿 53

50 ▲原田 和真大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 488＋ 41：10．71 1．9�
33 ジョープラチネラ 牝6鹿 55

52 ▲木幡 初也上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 480＋221：11．33� 239．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 15，339，200円 複勝： 16，710，300円 枠連： 6，398，000円
馬連： 22，924，700円 馬単： 14，910，000円 ワイド： 12，871，900円
3連複： 29，109，800円 3連単： 49，577，200円 計： 167，841，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 370円 � 180円 枠 連（5－8） 1，710円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 6，280円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 440円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 29，750円

票 数

単勝票数 計 153392 的中 � 26770（2番人気）
複勝票数 計 167103 的中 � 34376（2番人気）� 8999（6番人気）� 25365（3番人気）
枠連票数 計 63980 的中 （5－8） 2894（8番人気）
馬連票数 計 229247 的中 �� 4982（14番人気）
馬単票数 計 149100 的中 �� 1778（23番人気）
ワイド票数 計 128719 的中 �� 2524（16番人気）�� 8119（4番人気）�� 3041（13番人気）
3連複票数 計 291098 的中 ��� 5277（15番人気）
3連単票数 計 495772 的中 ��� 1208（100番人気）

ハロンタイム 9．5―10．5―11．4―12．1―12．2―12．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．0―31．4―43．5―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ン リ ー �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 オ ー ス デビュー 2012．12．16 中山12着

2010．4．1生 牡4鹿 母 ウィンブルーム 母母 ミスカスウェル 19戦3勝 賞金 29，420，000円



2900710月18日 晴 良 （26福島3）第1日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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
1：07．0
1：06．5

良
良

36 シニョリーナ 牝3青鹿53 黛 弘人髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 B452± 01：08．4 34．6�
47 ビップイシマツ 牡4青 57 松田 大作鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 494＋141：08．5� 15．9�
48 � ミッキーマンデー 牡4栗 57 熊沢 重文三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 470－ 81：08．6� 11．4�
816 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 496－20 〃 クビ 13．7�
714 ベイビーイッツユー 牝4栗 55 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 日高 白井牧場 450－ 4 〃 ハナ 54．8�
11 ノ ー ブ リ ー 牡5鹿 57 津村 明秀ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 472－ 81：08．7クビ 13．7	
815 アポロデイライト 牝3栗 53 丸山 元気アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 佐藤 義紀 464－ 4 〃 アタマ 25．5

611 キョウエイダルク 牝3鹿 53

50 ▲木幡 初也田中 晴夫氏 武藤 善則 新冠 松浦牧場 430－ 41：08．8� 26．3�
24 ドリームマークス 牡4鹿 57

54 ▲原田 和真セゾンレースホース� 池上 昌弘 新冠 長沼 幸一 466－ 6 〃 クビ 15．4�
510 インヴォーク 牝3栗 53

50 ▲小崎 綾也�アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 414± 01：08．9� 7．9
59 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 456± 0 〃 ハナ 89．7�
12 ダイヤモンドハイ 牝3鹿 53 武 幸四郎布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 428－ 61：09．0クビ 2．9�
23 テ ツ ナ ゴ オ 牝4黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹�ビリオンスター加藤 征弘 千歳 社台ファーム B448＋ 2 〃 ハナ 108．6�
713 メイショウカイモン 	3鹿 55 村田 一誠松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 468＋10 〃 クビ 34．7�
35 タカラジェニファ 牝3鹿 53 丹内 祐次村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 462＋ 81：09．21
 4．9�
612 ヨゾラニネガイヲ 牝4鹿 55

53 △松若 風馬 �キャロットファーム 森田 直行 安平 ノーザンファーム B454－ 21：09．41
 21．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，973，300円 複勝： 21，591，100円 枠連： 10，275，900円
馬連： 27，723，300円 馬単： 16，199，700円 ワイド： 17，041，200円
3連複： 39，421，100円 3連単： 56，189，400円 計： 204，415，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，460円 複 勝 � 1，180円 � 610円 � 340円 枠 連（3－4） 1，470円

馬 連 �� 33，310円 馬 単 �� 62，620円

ワ イ ド �� 8，630円 �� 5，370円 �� 3，090円

3 連 複 ��� 85，200円 3 連 単 ��� 831，370円

票 数

単勝票数 計 159733 的中 � 3691（12番人気）
複勝票数 計 215911 的中 � 4417（13番人気）� 9131（7番人気）� 18655（4番人気）
枠連票数 計 102759 的中 （3－4） 5407（6番人気）
馬連票数 計 277233 的中 �� 645（80番人気）
馬単票数 計 161997 的中 �� 194（160番人気）
ワイド票数 計 170412 的中 �� 506（83番人気）�� 818（58番人気）�� 1435（33番人気）
3連複票数 計 394211 的中 ��� 347（245番人気）
3連単票数 計 561894 的中 ��� 49（1970番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．8―11．3―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．2―44．5―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シニョリーナ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．10．13 東京3着

2011．2．15生 牝3青鹿 母 エヌティミラクル 母母 バ ラ ダ 10戦2勝 賞金 18，792，000円
〔発走状況〕 メイショウカイモン号・ベイビーイッツユー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウカイモン号は，平成26年10月19日から平成26年11月9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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヒカルブルービー号
（非抽選馬） 2頭 コウヨウチャンス号・ダンツキャノン号

2900810月18日 晴 良 （26福島3）第1日 第8競走 2，000�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
1：57．3
1：56．1

良
良

59 ヤマニンボワラクテ 牡3鹿 55 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 498＋161：58．3 26．5�
12 セ フ ィ ー ロ 牡3鹿 55 小野寺祐太 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 456＋ 41：58．93� 28．8�
611� トウケイゴールド 牡4鹿 57 水口 優也木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 486± 01：59．0� 9．5�
713 ジ リ オ ン 牡4黒鹿 57

55 △松若 風馬近藤 克麿氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B528－121：59．1� 3．3�
36 � 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 446－ 2 〃 ハナ 8．9	
23 マクベスバローズ 牡4黒鹿 57

54 ▲小崎 綾也猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 460＋ 21：59．2� 10．3

815 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 B492－ 6 〃 アタマ 51．2�
612 マツリダジャパン �7青 57 西村 太一髙橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 476＋10 〃 ハナ 46．1�
48 フェアープライド 牡6黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹�下河辺牧場 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 488± 01：59．83� 11．4
11 テ ン カ イ チ 牡4鹿 57

54 ▲原田 和真大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム B446± 0 〃 アタマ 7．6�

24 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 458＋ 82：00．22� 124．8�
47 タイセイポラリス 牡4栗 57 平野 優田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 476－ 4 〃 アタマ 8．6�
816� 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 470＋122：00．3クビ 30．1�
510 ジョウノムサシ 牡3鹿 55

52 ▲長岡 禎仁小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 484＋ 22：00．51� 12．3�
714 ナインテイルズ 牡3栗 55 花田 大昂岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 470＋ 22：00．6� 16．8�
35 � カンタベリーマーチ 牡3栗 55

54 ☆中井 裕二峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 荒谷 輝和 476－122：01．13 84．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，777，900円 複勝： 18，258，700円 枠連： 11，240，300円
馬連： 28，136，000円 馬単： 15，713，500円 ワイド： 15，775，400円
3連複： 41，265，100円 3連単： 57，568，500円 計： 201，735，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，650円 複 勝 � 920円 � 680円 � 400円 枠 連（1－5） 2，380円

馬 連 �� 24，890円 馬 単 �� 58，050円

ワ イ ド �� 6，230円 �� 3，900円 �� 5，510円

3 連 複 ��� 68，770円 3 連 単 ��� 528，310円

票 数

単勝票数 計 137779 的中 � 4152（10番人気）
複勝票数 計 182587 的中 � 4975（12番人気）� 6935（9番人気）� 12895（7番人気）
枠連票数 計 112403 的中 （1－5） 3645（13番人気）
馬連票数 計 281360 的中 �� 876（80番人気）
馬単票数 計 157135 的中 �� 203（171番人気）
ワイド票数 計 157754 的中 �� 652（73番人気）�� 1047（53番人気）�� 738（70番人気）
3連複票数 計 412651 的中 ��� 450（247番人気）
3連単票数 計 575685 的中 ��� 79（1676番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．1―12．0―12．3―12．1―11．9―12．3―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．1―34．2―46．2―58．5―1：10．6―1：22．5―1：34．8―1：46．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンボワラクテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．2．15 京都11着

2011．5．6生 牡3鹿 母 ヤマニンカルフール 母母 ワンオブアクライン 7戦2勝 賞金 12，500，000円
〔制裁〕 ゴースルー号の騎手城戸義政は，4コーナー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：10番・13番）

セフィーロ号の騎手小野寺祐太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 サンソヴール号・ショウナンバッハ号・メイショウエフワン号



2900910月18日 晴 良 （26福島3）第1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

813 ゼンノヒストリエ 牡3黒鹿 55
52 ▲長岡 禎仁大迫久美子氏 小島 茂之 新冠 川島牧場 500－ 21：08．1 3．8�

610 イ キ �4栗 57
54 ▲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 476＋121：08．2� 8．5�
711� 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 462＋ 21：09．37 23．1�
34 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 498± 0 〃 アタマ 2．6�
712 プレフェリート 牡3鹿 55

53 △松若 風馬金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 514＋241：09．4	 6．9�

57 フ レ イ ヤ 牝8鹿 55
52 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 本間 忍 静内 岡田スタツド 520－ 81：09．61
 102．2	

33 エトルアンフルール 牝4栗 55 丸田 恭介村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 482± 01：09．7	 7．6

46 オリオンザプラズマ 牡4栗 57 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 466－ 61：09．91
 23．9�
22 レイズオブザサン 牡5黒鹿57 松田 大作吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 454＋101：10．11
 35．4�
814 アスキットキング 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 430－141：10．31
 47．7
69 ヒカリユニキャスト 牡4黒鹿57 高倉 稜�ヒカリクラブ 谷 潔 浦河 岡本 昌市 528－121：10．93	 72．7�
58 ジギースンナー 牝3青鹿53 吉田 隼人佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 464＋ 2 〃 クビ 23．0�
11 オリエンタルエジル 牡4鹿 57

54 ▲原田 和真棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 492± 01：11．11	 138．3�
45 テルミドール 牝3黒鹿53 黛 弘人�ミルファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 422＋ 41：12．37 75．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，341，500円 複勝： 18，968，300円 枠連： 10，284，900円
馬連： 31，311，400円 馬単： 18，664，900円 ワイド： 16，227，600円
3連複： 37，119，800円 3連単： 64，207，500円 計： 211，125，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 200円 � 260円 � 440円 枠 連（6－8） 1，560円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，050円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 11，610円 3 連 単 ��� 45，900円

票 数

単勝票数 計 143415 的中 � 29428（2番人気）
複勝票数 計 189683 的中 � 28885（2番人気）� 18979（5番人気）� 9763（6番人気）
枠連票数 計 102849 的中 （6－8） 5078（6番人気）
馬連票数 計 313114 的中 �� 14310（7番人気）
馬単票数 計 186649 的中 �� 4864（12番人気）
ワイド票数 計 162276 的中 �� 6725（7番人気）�� 3984（13番人気）�� 1310（30番人気）
3連複票数 計 371198 的中 ��� 2396（34番人気）
3連単票数 計 642075 的中 ��� 1014（136番人気）

ハロンタイム 9．5―11．0―11．2―12．1―11．9―12．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．5―31．7―43．8―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．4
3 ・（13，10）9（1，12，14）8（3，5，11）4（6，7）－2 4 ・（13，10）－（12，14）（1，9，11）（3，8，6）4（7，5）2

勝馬の
紹 介

ゼンノヒストリエ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．28 東京9着

2011．5．6生 牡3黒鹿 母 ウインアズライト 母母 マジックショール 5戦2勝 賞金 13，600，000円
〔その他〕 テルミドール号は，発走後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

2901010月18日 晴 良 （26福島3）第1日 第10競走 ��
��1，200�

て ん ど う

天 童 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 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

59 ワキノコクリュウ 牡3青鹿55 吉田 隼人脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 池田牧場 520± 01：07．8 6．8�
35 サンキストロード 牡4鹿 57 古川 吉洋 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 514－ 8 〃 ハナ 6．9�
48 ケントヒーロー 牡4栗 57 岩崎 翼田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 482± 0 〃 クビ 15．1�
510 オフェーリアシチー 牝3芦 53 藤懸 貴志 �友駿ホースクラブ 日吉 正和 新冠 パカパカ

ファーム 446＋ 21：08．01 37．0�
815 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 448＋ 2 〃 クビ 2．4	
36 � アスペンサミット 牝4鹿 55 丸田 恭介吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,

Mrs JA Hudson 468－ 4 〃 ハナ 12．2

713	 リネンヴィヴィッド 牡5鹿 57 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 510－ 61：08．1クビ 67．2�
23 マジカルビアンカ 牝4芦 55 小崎 綾也村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 448＋ 21：08．41
 36．0�
714 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 454－121：08．5� 102．8
611 シセイカスガ 牡3黒鹿55 松田 大作猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 406－ 21：08．6
 19．2�
47 メイショウアサツユ 牝3鹿 53 高倉 稜松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 B476± 01：08．7� 13．9�
612 ヴ ィ ス ビ ー 牝3黒鹿53 村田 一誠大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 472± 01：08．8� 77．4�
816 アブソリュカフェ 牡3黒鹿55 武 幸四郎西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 480± 01：09．01� 12．9�
11 ヘイハチスカイ 牡5鹿 57 柴山 雄一伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 464－ 4 〃 ハナ 40．4�
12 ダイヤハート 牝3青鹿53 黛 弘人大野 數芳氏 柄崎 孝 平取 北島牧場 B432－141：10．06 55．3�
24 ワープドライブ 牡4鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 456－ 6 （競走中止） 13．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，086，700円 複勝： 31，277，100円 枠連： 16，108，500円
馬連： 53，613，400円 馬単： 28，308，800円 ワイド： 25，184，500円
3連複： 67，793，200円 3連単： 104，907，600円 計： 347，279，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 240円 � 190円 � 370円 枠 連（3－5） 1，210円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，380円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 8，570円 3 連 単 ��� 43，380円

票 数

単勝票数 計 200867 的中 � 23362（2番人気）
複勝票数 計 312771 的中 � 34788（3番人気）� 48403（2番人気）� 18867（6番人気）
枠連票数 計 161085 的中 （3－5） 10259（4番人気）
馬連票数 計 536134 的中 �� 27174（3番人気）
馬単票数 計 283088 的中 �� 5817（10番人気）
ワイド票数 計 251845 的中 �� 8217（5番人気）�� 4634（17番人気）�� 4850（13番人気）
3連複票数 計 677932 的中 ��� 5926（24番人気）
3連単票数 計1049076 的中 ��� 1753（116番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―10．6―11．1―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．1―44．2―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワキノコクリュウ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2014．3．9 中山1着

2011．4．21生 牡3青鹿 母 オナーザミント 母母 ストームザミント 6戦2勝 賞金 17，656，000円
〔競走中止〕 ワープドライブ号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため3コーナー手前で競走中止。
〔制裁〕 サンキストロード号の騎手古川吉洋は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カシノランナウェイ号・チェネレントラ号・ブリッツカイザー号
（非抽選馬） 7頭 アイファーマシェリ号・エクスプローラー号・エーシンマイェスタ号・カシノワルツ号・ジャストザオネスト号・

トシファイブスター号・マコトサダイジン号



2901110月18日 晴 良 （26福島3）第1日 第11競走 ��
��2，000�

み は る こ ま

三 春 駒 特 別
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

66 イタリアンネオ 牡3黒鹿55 丸山 元気平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 522－ 21：58．3 5．5�
55 ラストシャングリラ 牡3黒鹿55 丸田 恭介 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B462－ 2 〃 クビ 6．3�
11 � クリノサンタクルス 牡4鹿 57 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 川島 良一 466± 01：58．4	 8．9�
77 シュピッツェ 牝5鹿 55 中井 裕二吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 476－ 21：59．03	 6．5�
33 セレブリティモデル 牝4黒鹿55 高倉 稜 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 500＋141：59．21	 19．7�
44 ブライトボーイ 牡5鹿 57 吉田 隼人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 462－161：59．3	 4．6	
810 クロニクルスカイ 牡3鹿 55 松田 大作 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 508－12 〃 アタマ 17．0�
22 � メイショウエゾフジ 牡4黒鹿57 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 474＋ 41：59．83 3．3�
89 � アルティスト 牡7鹿 57 津村 明秀塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 478－ 41：59．9	 83．3
78 � エレガンテココ 牝6青 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 城地 清満 440－ 22：01．39 69．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 21，658，900円 複勝： 32，457，200円 枠連： 14，847，200円
馬連： 72，360，500円 馬単： 39，054，000円 ワイド： 27，457，800円
3連複： 88，934，600円 3連単： 172，803，400円 計： 469，573，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 180円 � 220円 � 260円 枠 連（5－6） 1，810円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 670円 �� 800円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 23，040円

票 数

単勝票数 計 216589 的中 � 30968（3番人気）
複勝票数 計 324572 的中 � 50272（3番人気）� 37389（5番人気）� 30168（6番人気）
枠連票数 計 148472 的中 （5－6） 6336（10番人気）
馬連票数 計 723605 的中 �� 30718（9番人気）
馬単票数 計 390540 的中 �� 8360（17番人気）
ワイド票数 計 274578 的中 �� 10711（10番人気）�� 8733（12番人気）�� 8448（13番人気）
3連複票数 計 889346 的中 ��� 15488（19番人気）
3連単票数 計1728034 的中 ��� 5437（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．4―34．6―46．5―58．4―1：10．3―1：22．2―1：34．4―1：46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．1
1
3
8，5，10（1，4）7，2，3，6－9
8－5，1（10，4）（3，7，2）6－9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イタリアンネオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．9．29 中山4着

2011．4．6生 牡3黒鹿 母 プラジェラート 母母 バルドネキア 10戦3勝 賞金 33，037，000円

2901210月18日 晴 良 （26福島3）第1日 第12競走 ��
��1，700�

な る こ

鳴 子 特 別
発走16時05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
本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000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
1：43．3
1：41．7

良
不良

78 コスモラヴモア 牡3鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 488－101：46．8 6．1�
77 バイタルフォルム 牡4黒鹿57 西村 太一髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 484－ 21：46．9� 4．2�
810 レオネプチューン 牡6鹿 57 丸田 恭介�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 466－ 81：47．0	 19．0�
89 ゼンノコリオリ 牡4鹿 57 武 幸四郎大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 466－ 21：47．42� 3．6�
55 ラクリモーサ 牝5青鹿55 柴山 雄一 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 444± 0 〃 ハナ 5．0	
33 ショウナンアトラス 牡3鹿 55 小崎 綾也国本 哲秀氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 21：48．14 4．3

22 クレバーカイザー 牡5鹿 57 丸山 元気 �ウエスタンファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 482－161：48．2� 53．4�
44 リンガスクリフ 牡6栗 57 津村 明秀伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 492－141：48．62� 15．5�
66 
 ヴィクトリーケルブ 牡4鹿 57 村田 一誠古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 日優牧場 B496＋101：50．5大差 81．3

（9頭）
11 ワンダフルニュース 牡3栗 55 宮崎 北斗島田 久氏 尾関 知人 日高 浜本 幸雄 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 21，539，700円 複勝： 27，099，200円 枠連： 12，435，300円
馬連： 57，723，500円 馬単： 28，302，700円 ワイド： 21，252，500円
3連複： 53，660，000円 3連単： 113，886，700円 計： 335，899，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 200円 � 170円 � 320円 枠 連（7－7） 1，170円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，110円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 5，950円 3 連 単 ��� 29，740円

票 数

単勝票数 差引計 215397（返還計 1822） 的中 � 27980（5番人気）
複勝票数 差引計 270992（返還計 1575） 的中 � 36512（5番人気）� 47234（2番人気）� 18557（7番人気）
枠連票数 差引計 124353（返還計 2120） 的中 （7－7） 8179（7番人気）
馬連票数 差引計 577235（返還計 10756） 的中 �� 33865（8番人気）
馬単票数 差引計 283027（返還計 6478） 的中 �� 8013（17番人気）
ワイド票数 差引計 212525（返還計 4113） 的中 �� 11020（9番人気）�� 4798（19番人気）�� 4932（17番人気）
3連複票数 差引計 536600（返還計 18295） 的中 ��� 6755（26番人気）
3連単票数 差引計1138867（返還計 29589） 的中 ��� 2776（117番人気）

ハロンタイム 7．1―12．0―12．4―12．7―12．8―11．9―12．4―12．4―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―19．1―31．5―44．2―57．0―1：08．9―1：21．3―1：33．7

コーナー
通過順位

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

2
4
7，8（5，10）（2，3，9）（6，4）
7，8（5，4，10，9）3－2－6

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモラヴモア �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2013．6．23 函館5着

2011．4．4生 牡3鹿 母 フジアニバーサリー 母母 ダ ル ー ガ 15戦2勝 賞金 22，564，000円
〔出走取消〕 ワンダフルニュース号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。



（26福島3）第1日 10月18日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162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

180，850，000円
2，080，000円
5，270，000円
1，750，000円
16，560，000円
57，045，000円
5，783，400円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
183，401，100円
247，662，600円
120，155，700円
396，848，000円
232，614，600円
196，274，600円
508，529，600円
845，680，600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 2，731，166，800円

総入場人員 6，936名 （有料入場人員 5，159名）
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