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3000110月31日 晴 良 （27福島3）第1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

59 コージェント 牡2鹿 55 丸山 元気水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 518± 01：09．1 3．5�
24 タマモシルクハット 牡2黒鹿55 横山 和生タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 466± 01：09．2� 17．0�
612� ジークイーン 牝2栗 54

51 ▲加藤 祥太 �キャピタル・システム 平田 修 米 Oratis & New
Dawn Stable 492＋ 21：09．62� 4．5�

713 シゲルノコギリザメ 牡2黒鹿 55
53 △義 英真森中 蕃氏 谷 潔 浦河 ガーベラパー

クスタツド 476－ 41：09．81� 24．7�
11 ビップフウマ 牡2鹿 55 古川 吉洋鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 524＋ 21：10．11� 2．2�
48 ウインプリマ 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 430－ 6 〃 クビ 32．0	
12 デビルウイング 牡2栗 55 津村 明秀 
スピードファーム小西 一男 新冠 スピードフアーム 480＋221：10．2クビ 27．6�
611 ア テ ス ト 牝2栗 54 藤懸 貴志山本 武司氏 服部 利之 浦河 浦河小林牧場 458＋ 21：10．41� 33．2�
47 フレアグラス 牝2青鹿54 嶋田 純次島川 哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 504＋ 21：10．5� 65．2�
23 タ ニ ガ ワ 牡2鹿 55 二本柳 壮江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 460＋181：10．7� 111．8�
816 ヒデサンエース 牡2栗 55

53 △城戸 義政井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 富田牧場 438＋12 〃 クビ 50．8�
36 セイユウボーイ 牡2栗 55 伊藤 工真星 雄一郎氏 佐藤 吉勝 新ひだか ヒサイファーム 454＋ 8 〃 アタマ 46．7�
35 アズミノニフクカゼ 牡2栗 55

52 ▲伴 啓太芳賀 克也氏 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 470± 01：10．91� 106．9�
510 トウショウシェル 牡2芦 55 大庭 和弥トウショウ産業� 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 462－101：11．11 96．1�
815 コスモリデル 牡2青鹿55 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 木戸口牧場 470＋ 21：11．52� 121．9�
714 ホシノパレード 牝2栗 54 小林 徹弥小西 和子氏 浅野洋一郎 新ひだか 田中 春美 464＋121：13．7大差 81．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，922，300円 複勝： 16，986，300円 枠連： 7，217，900円
馬連： 26，396，000円 馬単： 16，920，900円 ワイド： 16，647，300円
3連複： 38，892，800円 3連単： 55，619，000円 計： 191，602，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 360円 � 180円 枠 連（2－5） 2，120円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 740円 �� 340円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 19，210円

票 数

単勝票数 計 129223 的中 � 28970（2番人気）
複勝票数 計 169863 的中 � 38163（2番人気）� 9304（4番人気）� 24697（3番人気）
枠連票数 計 72179 的中 （2－5） 2633（6番人気）
馬連票数 計 263960 的中 �� 8937（5番人気）
馬単票数 計 169209 的中 �� 3293（9番人気）
ワイド票数 計 166473 的中 �� 5563（5番人気）�� 13634（3番人気）�� 3610（9番人気）
3連複票数 計 388928 的中 ��� 8409（8番人気）
3連単票数 計 556190 的中 ��� 2099（43番人気）

ハロンタイム 9．6―10．8―11．3―12．3―12．1―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．4―31．7―44．0―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コージェント �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．6．27 阪神2着

2013．4．11生 牡2鹿 母 ラフォルトゥナ 母母 ミスティーグリーン 5戦1勝 賞金 9，550，000円
〔制裁〕 アテスト号の騎手藤懸貴志は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・9番）

タマモシルクハット号の騎手横山和生は，入線後の御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホシノパレード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月31日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シゲルタイ号

3000210月31日 晴 良 （27福島3）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時20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
1：48．2
1：45．9

良
良

24 ペイシャマリヤ 牝2栗 54 丸田 恭介北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 440－ 21：48．6 13．4�
12 クリノサンスーシ 牝2鹿 54

52 △義 英真栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 442＋ 21：48．7� 18．3�
611 キャニオンロード 牡2鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 クビ 5．0�
11 � プールアンレーヴ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 愛 Earl Ecurie Du
Grand Chene 468＋ 21：48．8クビ 11．6�

713 アポロオスカー 牝2鹿 54 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 432－ 4 〃 クビ 2．5	
35 リップルトウショウ 牝2青鹿 54

51 ▲加藤 祥太トウショウ産業� 武井 亮 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 436－ 61：48．9� 8．9

816 ジ ス タ ー キ 牝2黒鹿54 石橋 脩 �シルクレーシング 田村 康仁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 21：49．21� 14．5�
510 ラ チ ェ ッ ト 牝2栗 54 津村 明秀 �荻伏服部牧場 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 448＋16 〃 クビ 61．9�
36 ヤマノスプリンター 牝2栗 54

52 △城戸 義政澤村 敏雄氏 伊藤 伸一 新冠 パカパカ
ファーム 456＋ 2 〃 アタマ 258．0

23 スリーミュージアム 牡2鹿 55 的場 勇人永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 416± 01：49．3クビ 35．2�
612 パステルモーブ 牝2鹿 54 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 444± 01：49．51� 6．5�
47 ニシノジェニー 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹西村 亮二氏 武井 亮 平取 有限会社中
田牧場 430－ 41：49．6� 221．1�

59 ジュンハングリー 牝2青鹿 54
51 ▲木幡 初也河合 純二氏 勢司 和浩 新ひだか 石川 新一 400± 01：49．81� 172．5�

714 ヒ ッ ト マ ン 牡2栗 55 横山 和生�Basic 土田 稔 新冠 佐藤牧場 454－ 41：50．75 33．4�
815 カシノアーニング 牡2鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 448＋ 21：50．91 293．9�
48 マイアイティアラ 牝2鹿 54 田中 博康MYI馬主組合 今野 貞一 日高 横井 忠幸 444± 01：51．64 80．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，515，900円 複勝： 26，537，000円 枠連： 10，207，400円
馬連： 28，924，100円 馬単： 17，330，600円 ワイド： 17，836，700円
3連複： 42，835，000円 3連単： 54，351，500円 計： 212，538，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 540円 � 570円 � 240円 枠 連（1－2） 3，300円

馬 連 �� 8，700円 馬 単 �� 15，750円

ワ イ ド �� 2，560円 �� 1，700円 �� 2，620円

3 連 複 ��� 23，760円 3 連 単 ��� 166，960円

票 数

単勝票数 計 145159 的中 � 8656（6番人気）
複勝票数 計 265370 的中 � 11944（7番人気）� 11176（8番人気）� 33281（2番人気）
枠連票数 計 102074 的中 （1－2） 2397（12番人気）
馬連票数 計 289241 的中 �� 2576（32番人気）
馬単票数 計 173306 的中 �� 825（57番人気）
ワイド票数 計 178367 的中 �� 1785（31番人気）�� 2739（20番人気）�� 1748（33番人気）
3連複票数 計 428350 的中 ��� 1352（75番人気）
3連単票数 計 543515 的中 ��� 236（494番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．3―12．8―12．6―12．0―11．6―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．8―48．6―1：01．2―1：13．2―1：24．8―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペイシャマリヤ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．8．1 札幌6着

2013．4．26生 牝2栗 母 ハローアゲイン 母母 ゴールデンバード 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 リップルトウショウ号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過

怠金10，000円。（被害馬：12番）

第３回 福島競馬 第１日



3000310月31日 晴 良 （27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50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 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
1：43．3
1：41．7

良
不良

79 カネコメオスター 牡4栗 57
54 ▲�島 克駿髙岡 義雄氏 矢野 英一 新ひだか 藤沢牧場 502＋121：46．9 7．7�

33 ショウナンガッチャ 牡4栗 57 丸山 元気国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 474＋ 2 〃 アタマ 3．7�
44 パイロキシン 牡3栗 55 石橋 脩加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 480－ 21：47．32� 12．8�
11 � セルリアンラビット 牡6鹿 57 古川 吉洋�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 450－ 4 〃 アタマ 11．0�
811 アスカクイン 牝4栗 55 吉田 隼人上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 476＋ 8 〃 ハナ 1．9�
67 � パラティーノ 牡6黒鹿57 丸田 恭介村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 528± 01：47．4クビ 12．4	
810 トーセンアスリート 牡3鹿 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 472＋ 21：47．61� 139．5�
55 � サムソンズライト �4鹿 57

54 ▲井上 敏樹杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 472－ 21：48．02� 136．8�
78 � テーオークリスエス 牡5鹿 57 横山 和生小笹 公也氏 小野 次郎 日高 ヤナガワ牧場 502－ 41：48．63� 62．3
22 マ ロ ン ベ ル 牝3栗 53

50 ▲木幡 初也 �グリーンファーム大和田 成 千歳 社台ファーム 432－ 4 〃 ハナ 39．2�
66 トウカイマインド 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 466－ 41：48．7クビ 28．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 14，126，100円 複勝： 31，509，200円 枠連： 7，028，200円
馬連： 24，441，400円 馬単： 17，426，500円 ワイド： 15，439，700円
3連複： 32，500，200円 3連単： 56，668，100円 計： 199，139，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 610円 � 240円 � 760円 枠 連（3－7） 2，330円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，300円 �� 760円

3 連 複 ��� 5，700円 3 連 単 ��� 33，840円

票 数

単勝票数 計 141261 的中 � 14526（3番人気）
複勝票数 計 315092 的中 � 12474（5番人気）� 41489（2番人気）� 9802（6番人気）
枠連票数 計 70282 的中 （3－7） 2331（8番人気）
馬連票数 計 244414 的中 �� 9150（7番人気）
馬単票数 計 174265 的中 �� 3413（13番人気）
ワイド票数 計 154397 的中 �� 6223（8番人気）�� 2954（14番人気）�� 5251（9番人気）
3連複票数 計 325002 的中 ��� 4273（20番人気）
3連単票数 計 566681 的中 ��� 1214（108番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．3―12．8―13．1―12．6―12．4―12．3―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．7―43．5―56．6―1：09．2―1：21．6―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カネコメオスター �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 Sky Classic デビュー 2013．12．23 中山1着

2011．4．22生 牡4栗 母 プリペアーフォーレイン 母母 Word to the Wise 9戦3勝 賞金 21，300，000円
〔制裁〕 ショウナンガッチャ号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

3000410月31日 曇 良 （27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20分（番組第5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

711 ドリームハヤテ 牡5鹿 60 熊沢 重文ライオンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 494± 02：58．4 43．6�
22 シャドウカラーズ 牝4鹿 58 山本 康志飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 464－10 〃 クビ 10．8�
33 � トーセンハナミズキ 牝5鹿 58 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 472－ 22：58．61 9．1�
813 アドマイヤタイシ 牡8黒鹿60 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486± 02：58．91� 4．8�
57 ワールドマッチ 牡4栗 60 林 満明 	サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 480－122：59．22 11．3

11 タニノタキシード 牡5黒鹿60 小坂 忠士谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 472－ 82：59．62� 8．6�
812� カシノデューク 牡6栗 60 蓑島 靖典柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 496＋ 82：59．81	 117．3�
68 プレミアムウォーズ 
6栗 60 石神 深一中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 470＋ 83：00．01	 18．9
44 マイネルピクトル 牡4鹿 62 五十嵐雄祐 �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 496－10 〃 クビ 2．9�
710 ブライトボーイ 牡6鹿 60 草野 太郎古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 480－ 83：00．53 6．4�
45 ドクタールキア 牝5鹿 58 大江原 圭松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 478＋103：00．71 37．9�
69 セイウンコレット 牝4黒鹿58 原田 和真西山 茂行氏 鈴木 伸尋 日高 メイプルファーム 480＋ 63：01．23 38．6�
56 � クリノテンペスタ 牡8栗 60 上野 翔栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 480－ 23：01．62� 194．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 12，199，400円 複勝： 15，578，000円 枠連： 7，147，600円
馬連： 22，724，800円 馬単： 13，877，100円 ワイド： 14，739，300円
3連複： 35，869，600円 3連単： 45，133，100円 計： 167，268，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，360円 複 勝 � 1，090円 � 310円 � 240円 枠 連（2－7） 2，800円

馬 連 �� 19，460円 馬 単 �� 44，470円

ワ イ ド �� 5，380円 �� 5，180円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 53，370円 3 連 単 ��� 495，780円

票 数

単勝票数 計 121994 的中 � 2234（11番人気）
複勝票数 計 155780 的中 � 3148（11番人気）� 13414（6番人気）� 19374（3番人気）
枠連票数 計 71476 的中 （2－7） 1974（14番人気）
馬連票数 計 227248 的中 �� 905（50番人気）
馬単票数 計 138771 的中 �� 234（102番人気）
ワイド票数 計 147393 的中 �� 695（51番人気）�� 723（49番人気）�� 3158（15番人気）
3連複票数 計 358696 的中 ��� 504（128番人気）
3連単票数 計 451331 的中 ��� 66（956番人気）
上り 1マイル 1：43．7 4F 49．7－3F 37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームハヤテ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．7．29 小倉6着

2010．4．10生 牡5鹿 母 トーホウハヤカゼ 母母 ウェディングベリー 障害：12戦2勝 賞金 25，400，000円



3000510月31日 曇 良 （27福島3）第1日 第5競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走12時10分（番組第4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

44 ハヤブサフィーバー 牡6栗 60 草野 太郎武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 486± 03：00．5 6．5�
33 ダノンウィスラー 牡7鹿 60 熊沢 重文�ダノックス 高橋 康之 新ひだか 折手牧場 466± 03：00．6� 3．2�
11 � ラ ノ ラ ラ ク 牝5栗 58 江田 勇亮�ミルファーム 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 486－ 63：00．81� 21．0�
67 マコトダッソー 牡3栗 58 上野 翔�ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 488＋ 83：01．22� 67．3�
79 � ダイメイサンジ 牡6鹿 60 大江原 圭宮本 昇氏 中野 栄治 平取 北島牧場 492＋ 23：01．3� 76．7	
78 ドリームトレイン 牡6黒鹿60 中村 将之前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 506－ 63：01．51� 6．7

22 アサクサポイント 	7青鹿60 五十嵐雄祐田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 480－ 43：04．2大差 8．1�
66 クリノキングムーン 牡4黒鹿60 平沢 健治栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 436± 03：04．3� 8．5�
810 デンコウコハク 牝3栗 56 森 一馬田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 448＋ 43：06．7大差 30．6
55 シゲルヒノクニ 牡3栗 58 山本 康志森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 488± 0 （競走中止） 3．5�
811 オリオンザプラズマ 牡5栗 60 高野 和馬平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 484－ 2 （競走中止） 64．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 10，951，300円 複勝： 14，499，800円 枠連： 6，188，000円
馬連： 21，361，100円 馬単： 14，377，700円 ワイド： 13，639，600円
3連複： 32，518，500円 3連単： 49，640，300円 計： 163，176，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 160円 � 360円 枠 連（3－4） 1，140円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，390円 �� 950円

3 連 複 ��� 5，240円 3 連 単 ��� 25，110円

票 数

単勝票数 計 109513 的中 � 13349（3番人気）
複勝票数 計 144998 的中 � 17124（3番人気）� 29668（2番人気）� 8317（7番人気）
枠連票数 計 61880 的中 （3－4） 4184（3番人気）
馬連票数 計 213611 的中 �� 13182（3番人気）
馬単票数 計 143777 的中 �� 3459（12番人気）
ワイド票数 計 136396 的中 �� 6947（3番人気）�� 2426（18番人気）�� 3632（13番人気）
3連複票数 計 325185 的中 ��� 4650（22番人気）
3連単票数 計 496403 的中 ��� 1433（93番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 52．6－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハヤブサフィーバー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 El Prado デビュー 2011．8．14 札幌13着

2009．3．22生 牡6栗 母 シャイアーズエンデ 母母 Shared Reflections 障害：3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔競走中止〕 シゲルヒノクニ号は，4号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

オリオンザプラズマ号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

3000610月31日 晴 良 （27福島3）第1日 第6競走 1，700�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・右）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：43．3
1：41．7

良
不良

35 ハイアーヴォルト 牡3鹿 55 中井 裕二伊東 純一氏 尾形 充弘 浦河 昭和牧場 476＋101：47．1 21．6�
22 モンシュシュ 牝5鹿 55

52 ▲加藤 祥太 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 508－18 〃 クビ 3．2�
47 ベラフォレスタ 牝4黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 478＋ 21：47．31� 17．9�
611 アップルハウス 牡5青鹿57 平野 優新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム B466＋22 〃 クビ 106．0�
815 ロウアンドロウ 牡3栗 55

52 ▲�島 克駿谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム B486＋121：47．4� 5．1	
34 ビバハイタッチ 牡4栗 57

55 △義 英真池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 480－ 41：47．5� 17．1

59 ジュガンティーヤ 牡4青 57 横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B514－121：47．6クビ 10．5�
712 ソワンドタイガー 牡3栗 55

52 ▲木幡 初也西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 小河 豊水 478＋ 21：47．81 39．8�
610 ストロングバルドル 牡4鹿 57 嶋田 純次村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 468－ 61：47．9� 6．8
58 ポ ン ト ス 牡3鹿 55 西村 太一�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B456＋10 〃 クビ 57．0�
46 ウイングアクティブ 牡3鹿 55

53 △城戸 義政池田 實氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 460－ 61：48．0� 7．8�
814 マルーンドロップ 牝4栗 55 原田 和真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木 伸尋 新ひだか 岡田スタツド 458－ 2 〃 同着 79．7�
11 エスティルンバ 牝3栗 53 菅原 隆一 �エスティファーム 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 414－ 61：48．95 17．3�
23 ラセレシオン 牝3鹿 53 杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 520－ 21：49．64 13．4�
713 ケンブリッジデイズ 牝3栗 53 藤懸 貴志中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 458＋14 〃 ハナ 39．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 15，790，500円 複勝： 20，981，100円 枠連： 10，146，400円
馬連： 29，036，500円 馬単： 16，725，500円 ワイド： 19，822，600円
3連複： 41，728，100円 3連単： 52，510，600円 計： 206，741，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，160円 複 勝 � 650円 � 160円 � 490円 枠 連（2－3） 1，220円

馬 連 �� 3，600円 馬 単 �� 10，050円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 5，080円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 20，610円 3 連 単 ��� 137，930円

票 数

単勝票数 計 157905 的中 � 5826（10番人気）
複勝票数 計 209811 的中 � 6855（10番人気）� 46924（1番人気）� 9424（8番人気）
枠連票数 計 101464 的中 （2－3） 6426（5番人気）
馬連票数 計 290365 的中 �� 6242（14番人気）
馬単票数 計 167255 的中 �� 1248（40番人気）
ワイド票数 計 198226 的中 �� 4033（13番人気）�� 974（62番人気）�� 4374（11番人気）
3連複票数 計 417281 的中 ��� 1518（78番人気）
3連単票数 計 525106 的中 ��� 276（508番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．0―43．4―56．7―1：09．0―1：21．5―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハイアーヴォルト �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー 2014．9．20 新潟3着

2012．3．2生 牡3鹿 母 リングフィンガー 母母 サークルシヨウワ 11戦2勝 賞金 17，950，000円
〔制裁〕 ロウアンドロウ号の騎手�島克駿は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：13番・10番・7番・6

番・5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。
（非抽選馬） 1頭 レーヌドオリエント号



3000710月31日 晴 良 （27福島3）第1日 第7競走 1，150�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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 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
1：06．9
1：06．9

良
良

79 � クレアドール 牝4青鹿 55
52 ▲�島 克駿 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：08．5 2．1�

22 ナミノリゴリラ 牝3黒鹿 53
50 ▲伴 啓太小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 460± 01：08．81� 4．7�

811 キャメロンロード 牝5鹿 55 丸田 恭介森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 460＋ 61：09．01� 56．0�
11 � ナ ウ シ カ 牝4鹿 55

53 △城戸 義政平川 浩之氏 加藤 和宏 新ひだか カントリー牧場 412－ 41：09．31� 116．8�
812 エンジェルビーツ 牝4栗 55 石橋 脩前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 平山牧場 452＋ 2 〃 ハナ 6．1�
55 アイネクライネ 牝5芦 55 中井 裕二田島榮二郎氏 大江原 哲 浦河 有限会社

松田牧場 464－ 81：09．51� 70．1	
68 ウェディングラン 牝3鹿 53

51 △義 英真小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 428－ 21：09．6クビ 63．3

44 ヤマニンアタシャン 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 412－ 81：10．02� 5．7�
67 キースカーフ 牝3鹿 53 津村 明秀北前孔一郎氏 相沢 郁 浦河 村下農場 432－161：10．21� 11．0�
33 キクノアリア 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 472－ 8 〃 ハナ 55．3
710 ダイワコンシード 牝4鹿 55 川須 栄彦大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 506－ 21：10．3� 23．8�
56 マダムアグライア 牝4鹿 55 吉田 隼人髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 498－ 21：11．79 26．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，624，800円 複勝： 21，331，900円 枠連： 7，156，500円
馬連： 31，189，600円 馬単： 18，102，300円 ワイド： 16，909，300円
3連複： 36，778，600円 3連単： 59，807，800円 計： 207，900，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 170円 � 790円 枠 連（2－7） 540円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，450円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 6，840円 3 連 単 ��� 19，160円

票 数

単勝票数 計 166248 的中 � 60732（1番人気）
複勝票数 計 213319 的中 � 64819（1番人気）� 32543（2番人気）� 4181（10番人気）
枠連票数 計 71565 的中 （2－7） 10133（2番人気）
馬連票数 計 311896 的中 �� 43767（1番人気）
馬単票数 計 181023 的中 �� 13389（2番人気）
ワイド票数 計 169093 的中 �� 17526（2番人気）�� 2746（15番人気）�� 1909（23番人気）
3連複票数 計 367786 的中 ��� 4027（21番人気）
3連単票数 計 598078 的中 ��� 2262（58番人気）

ハロンタイム 9．3―10．7―11．1―11．9―12．5―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．3―20．0―31．1―43．0―55．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クレアドール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Nureyev

2011．5．20生 牝4青鹿 母 ホワットケイティーディド 母母 Katies 23戦2勝 賞金 41，590，000円
初出走 JRA

3000810月31日 晴 良 （27福島3）第1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）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，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� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

48 ボストンサクラ 牝6黒鹿55 中井 裕二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 444－101：09．0 19．2�
611 クラウドチェンバー �6鹿 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 ハナ 7．3�
24 � アペルトゥーラ 牡4栗 57 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 504＋ 6 〃 クビ 4．3�
714 カボスチャン 牝3黒鹿53 横山 和生ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 428－ 81：09．1� 14．8�
47 フィボナッチ 牡5鹿 57

54 ▲加藤 祥太水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 476－ 21：09．2クビ 30．9	
36 ハプスブルク 牡5鹿 57 杉原 誠人片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 462＋ 8 〃 クビ 10．0

510 クラウンノキミ 牡3黒鹿55 丸田 恭介�クラウン 金成 貴史 新ひだか 出羽牧場 494＋ 41：09．3� 8．4�
35 エ ク ス シ ア 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 428± 01：09．4クビ 11．9�
12 � クリノハッチャン 牝4鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 460± 01：09．61� 11．0
59 タ タ ラ 牡3栗 55

52 ▲伴 啓太 �スピードファーム和田正一郎 新冠 アサヒ牧場 422＋10 〃 クビ 4．7�
713 ファインライナー 牡3黒鹿55 的場 勇人井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 448＋ 61：09．7クビ 34．1�
612� シャドウリーフ 牝4栗 55

52 ▲木幡 初也飯塚 知一氏 勢司 和浩 平取 坂東牧場 450－ 2 〃 クビ 201．1�
816� エンプレスペスカ 牝4青鹿55 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 480－ 21：09．8� 75．1�
815 メイショウリンクス 牡3鹿 55 津村 明秀松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 486＋ 21：09．9クビ 36．6�
23 ヤマニンシバルリー 牡7青鹿 57

54 ▲�島 克駿土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 476－ 61：10．53	 88．8�
11 ドリームマークス 牡5鹿 57 石橋 脩ライオンレースホース� 池上 昌弘 新冠 長沼 幸一 464＋ 61：11．03 23．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，888，000円 複勝： 20，272，800円 枠連： 12，688，400円
馬連： 33，865，700円 馬単： 17，347，300円 ワイド： 21，175，800円
3連複： 48，991，500円 3連単： 60，843，600円 計： 230，073，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 430円 � 220円 � 230円 枠 連（4－6） 2，720円

馬 連 �� 5，410円 馬 単 �� 12，930円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 1，480円 �� 780円

3 連 複 ��� 9，280円 3 連 単 ��� 83，540円

票 数

単勝票数 計 148880 的中 � 6185（9番人気）
複勝票数 計 202728 的中 � 10479（8番人気）� 26274（2番人気）� 24753（3番人気）
枠連票数 計 126884 的中 （4－6） 3611（17番人気）
馬連票数 計 338657 的中 �� 4845（24番人気）
馬単票数 計 173473 的中 �� 1006（57番人気）
ワイド票数 計 211758 的中 �� 3122（24番人気）�� 3624（21番人気）�� 7193（3番人気）
3連複票数 計 489915 的中 ��� 3956（24番人気）
3連単票数 計 608436 的中 ��� 528（317番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．0―11．4―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―33．9―45．3―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボストンサクラ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 アイネスフウジン デビュー 2011．10．15 京都2着

2009．1．29生 牝6黒鹿 母 イサミサクラ 母母 ハマナジユビー 37戦3勝 賞金 44，572，000円
※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 キンシノキセキ号
（非抽選馬） 2頭 ニナフェアリー号・ブリッツカイザー号



3000910月31日 晴 良 （27福島3）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 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
1：43．3
1：41．7

良
不良

812 ヴィータアレグリア 牝4黒鹿55 吉田 隼人 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：46．5 4．1�
22 � コスモナチュラル 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 米 Margaux

Farm LLC 492－ 21：46．92� 23．9�
710� ドラゴンキングダム 牡4黒鹿57 津村 明秀窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 米 Stonehaven

Steadings 532＋18 〃 クビ 11．0�
56 � トゥールモンド �5栗 57

54 ▲伴 啓太 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael
Verspieren 462± 01：47．0� 28．1�

11 ツクバイーメーカー 牡3鹿 55 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 新冠 ムラカミファーム 504－ 21：47．1	 8．2�
67 アイアムナチュラル 牡4鹿 57 丸田 恭介堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 516－ 21：47．2クビ 6．2	
33 フォースフィールド 牡3黒鹿 55

52 ▲
島 克駿岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 426＋ 2 〃 アタマ 15．7

68 カノヤプレジデント �5鹿 57 中村 将之神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 480－ 41：47．3� 12．8�
44 � シェーンメーア �5青鹿57 杉原 誠人窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Stone Farm 546＋ 41：47．83 3．2�
55 � サリレモンド 牡4栗 57 石橋 脩ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

B508－ 41：48．11	 37．4�
79 カゼノトビラ 牝3鹿 53 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 新冠 八木 常郎 454－ 4 〃 アタマ 10．9�

（11頭）
811 ネオヴァンデロア 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 初也小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B518± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 15，256，300円 複勝： 24，212，000円 枠連： 9，463，400円
馬連： 33，942，200円 馬単： 18，563，300円 ワイド： 20，149，300円
3連複： 49，500，100円 3連単： 65，245，400円 計： 236，332，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 220円 � 540円 � 340円 枠 連（2－8） 5，320円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 7，170円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 950円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 12，370円 3 連 単 ��� 60，330円

票 数

単勝票数 差引計 152563（返還計 1264） 的中 � 29081（2番人気）
複勝票数 差引計 242120（返還計 1168） 的中 � 33936（2番人気）� 10335（9番人気）� 18106（5番人気）
枠連票数 差引計 94634（返還計 352） 的中 （2－8） 1378（23番人気）
馬連票数 差引計 339422（返還計 5752） 的中 �� 5813（20番人気）
馬単票数 差引計 185633（返還計 3364） 的中 �� 1941（31番人気）
ワイド票数 差引計 201493（返還計 3750） 的中 �� 4532（17番人気）�� 5596（8番人気）�� 1962（42番人気）
3連複票数 差引計 495001（返還計 13177） 的中 ��� 2999（57番人気）
3連単票数 差引計 652454（返還計 20305） 的中 ��� 784（233番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―12．3―13．2―13．0―12．4―12．2―12．5―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―30．2―43．4―56．4―1：08．8―1：21．0―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィータアレグリア �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Lion Heart デビュー 2013．8．25 新潟6着

2011．2．6生 牝4黒鹿 母 カクタスペア 母母 Cactus Belle 12戦2勝 賞金 18，720，000円
〔競走除外〕 ネオヴァンデロア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。疾病〔右第3中足骨開放骨折〕を発症したため競走除外。なお，同馬

は予後不良。発走時刻7分遅延。
〔制裁〕 ドラゴンキングダム号の調教師二ノ宮敬宇は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

3001010月31日 晴 良 （27福島3）第1日 第10競走 ��2，600�
ば ん だ い さ ん

磐 梯 山 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54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

811 テ ン カ イ チ 牡5鹿 57 大庭 和弥大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社
大原ファーム 454＋ 22：39．7 59．4�

22 マイネルカレッツァ 牡3黒鹿54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中舘 英二 日高 白井牧場 498＋ 62：39．8� 5．5�

55 マスタープラマー 牡3栗 54 井上 敏樹岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 22：39．9� 18．9�
79 マイネルヴェルス 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 540＋ 6 〃 クビ 3．7�
56 クインズストーム 牡4芦 57 津村 明秀 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新ひだか 佐竹 学 478＋ 8 〃 ハナ 4．6�
44 アドマイヤロワ 牡3鹿 54 丸山 元気近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 464－ 62：40．11� 9．8	
710 ゴージャスガール 牝3黒鹿52 丸田 恭介飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 434－ 22：40．2� 4．1

11 アルマセクレタ 牡4鹿 57 吉田 隼人コウトミックレーシング 西浦 勝一 日高 日高大洋牧場 508± 02：40．3クビ 40．5�
33 シグナルアロー 牡3鹿 54 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 474＋ 4 〃 クビ 21．2�
812�	 アワフレイム 牝4黒鹿55 横山 和生岡田 牧雄氏 尾形 和幸 米 Hinkle Farms 492± 02：40．51
 12．4
68 フォワードカール 牝4鹿 55 川須 栄彦 �シルクレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム B466－ 22：40．82 60．5�
67 	 ジンライムデザイア 牡4黒鹿57 木幡 初也飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 470－ 42：43．0大差 128．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，962，000円 複勝： 27，966，900円 枠連： 14，479，200円
馬連： 44，504，900円 馬単： 25，507，800円 ワイド： 24，585，200円
3連複： 61，709，200円 3連単： 91，138，000円 計： 308，853，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，940円 複 勝 � 1，860円 � 210円 � 470円 枠 連（2－8） 3，780円

馬 連 �� 21，180円 馬 単 �� 69，560円

ワ イ ド �� 6，490円 �� 11，240円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 80，210円 3 連 単 ��� 718，200円

票 数

単勝票数 計 189620 的中 � 2551（10番人気）
複勝票数 計 279669 的中 � 3255（11番人気）� 43220（4番人気）� 14891（7番人気）
枠連票数 計 144792 的中 （2－8） 2962（12番人気）
馬連票数 計 445049 的中 �� 1628（41番人気）
馬単票数 計 255078 的中 �� 275（98番人気）
ワイド票数 計 245852 的中 �� 967（44番人気）�� 556（56番人気）�� 4031（23番人気）
3連複票数 計 617092 的中 ��� 577（129番人気）
3連単票数 計 911380 的中 ��� 92（895番人気）

ハロンタイム 13．2―11．0―11．8―12．1―12．6―12．5―13．4―13．2―11．8―11．7―12．0―11．9―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�
13．2―24．2―36．0―48．1―1：00．7―1：13．2―1：26．6―1：39．8―1：51．6―2：03．3―2：15．3―2：27．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テ ン カ イ チ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 オペラハウス デビュー 2013．4．13 福島13着

2010．2．18生 牡5鹿 母 ニュウモダン 母母 クイーンバタフライ 36戦1勝 賞金 16，054，000円



3001110月31日 晴 良 （27福島3）第1日 第11競走 ��1，200�河 北 新 報 杯
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．11．1以降27．10．25まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

河北新報社社長賞（1着）
賞 品

本 賞 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

815 メイショウブイダン 牡4鹿 56 吉田 隼人松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 472－ 21：08．1 4．9�
47 クリノスイートピー 牝3黒鹿51 嶋田 純次栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 436－ 21：08．2� 20．8�
11 エルカミーノレアル 牡4鹿 55 川須 栄彦広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 494＋ 6 〃 アタマ 5．7�
611 ゼンノコリオリ 牡5鹿 54 �島 克駿大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 462－ 41：08．41� 19．5�
36 チェリーペトルズ 牝5鹿 51 伊藤 工真 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 追分ファーム 484－ 61：08．61� 56．9	
59 ケイアイユニコーン 牡6栗 55 丸山 元気亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 B488－12 〃 アタマ 15．9

23 � エクシードリミッツ 牝3栗 52 津村 明秀吉田 和美氏 須貝 尚介 愛 Ballymooney

Foods Ltd 472＋ 6 〃 クビ 3．7�
714 タイセイララバイ 牝4青鹿53 石橋 脩田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480± 01：08．7クビ 12．6�
24 ダイワベスパー 牝6黒鹿52 杉原 誠人大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 クビ 14．2
48 	 リバティーホール 牝6鹿 51 田中 博康吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B456－ 21：08．8� 79．2�
35 カ ロ ッ サ ル 牡6鹿 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 英克 平取 びらとり牧場 496＋ 2 〃 ハナ 104．3�
12 	 シングンカイロス 牡6鹿 52 長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 464－ 61：08．9クビ 202．9�
713 セトノフラッパー 牝5栗 54 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 448－18 〃 ハナ 8．7�
816 ヤマニンマルキーザ 牡4栗 57 丸田 恭介土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 460－ 81：09．0
 12．9�
510 ダイワインスパイア 牡6鹿 53 木幡 初也大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 478＋12 〃 クビ 23．3�
612 モーニングコール 牝5鹿 52 加藤 祥太飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 432－141：09．53 46．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，670，500円 複勝： 44，989，800円 枠連： 36，365，300円
馬連： 129，884，900円 馬単： 55，107，000円 ワイド： 56，429，500円
3連複： 184，435，700円 3連単： 246，915，700円 計： 786，798，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 510円 � 240円 枠 連（4－8） 3，250円

馬 連 �� 5，120円 馬 単 �� 8，270円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 880円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 13，630円 3 連 単 ��� 70，700円

票 数

単勝票数 計 326705 的中 � 52400（2番人気）
複勝票数 計 449898 的中 � 74140（2番人気）� 18832（10番人気）� 49078（3番人気）
枠連票数 計 363653 的中 （4－8） 8660（14番人気）
馬連票数 計1298849 的中 �� 19659（23番人気）
馬単票数 計 551070 的中 �� 4995（34番人気）
ワイド票数 計 564295 的中 �� 9020（20番人気）�� 16913（5番人気）�� 7929（26番人気）
3連複票数 計1844357 的中 ��� 10146（47番人気）
3連単票数 計2469157 的中 ��� 2532（248番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．0―11．2―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―33．9―45．1―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウブイダン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2014．6．7 阪神7着

2011．5．6生 牡4鹿 母 エンジェルローブ 母母 サクラハゴロモ 13戦4勝 賞金 46，953，000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 クラウンカイザー号・クリノコマチ号・サンライズポパイ号・スノーエンジェル号・ダイヤモンドハイ号・

タカラジェニファ号・ヒカリトリトン号・プラチナテーラー号

3001210月31日 晴 良 （27福島3）第1日 第12競走 ��1，800�
に ほ ん ま つ

二 本 松 特 別
発走16時00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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000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

35 ブレイヴリー 牡4鹿 57 古川 吉洋岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B472－ 61：48．2 5．3�
12 レトロロック 牡3鹿 55 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 468＋ 41：48．3� 4．0�
36 スマートルピナス 牝5鹿 55 杉原 誠人大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 480＋221：48．4� 42．4�
47 ナイアガラモンロー 牝3鹿 53 丸山 元気塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 492－101：48．5� 4．1�
713 リオグランデ 牝5鹿 55 中谷 雄太 �キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 2 〃 クビ 21．1	
11 メイショウミソラ 牝3栗 53 熊沢 重文松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 456＋ 4 〃 アタマ 17．3

48 ワクワクカンヲ 牡4鹿 57 津村 明秀小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 454－121：48．6クビ 80．8�
815 マイネヴァリエンテ 牝4鹿 55 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 458－ 6 〃 アタマ 17．7�
510 ヴァンデミエール 牝4鹿 55 吉田 隼人�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 61：48．81	 11．2
816 ムーンマジェスティ 牡3栗 55 丸田 恭介伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 414－ 2 〃 クビ 13．1�
23 
 ブルーホール 牡4青鹿57 横山 和生�Basic 池上 昌和 新冠 佐藤 信広 458＋ 81：48．9� 105．8�
59 ダイワブレイディ �5芦 57 川須 栄彦大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 500＋ 2 〃 クビ 21．6�
24 シンボリネルソン 牡4黒鹿57 伴 啓太シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 426－ 41：49．0クビ 72．1�
714 ゴールドウィング 牝3栗 53 二本柳 壮林 正道氏 堀 宣行 浦河 酒井牧場 438－ 61：49．21� 8．6�
611 ルグランパントル �3鹿 55 長岡 禎仁 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 466－ 81：49．3� 73．2�
612 マイネルランスタン 牡5栗 57 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 466＋101：49．93� 93．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，370，100円 複勝： 41，922，000円 枠連： 22，713，500円
馬連： 74，591，400円 馬単： 33，516，500円 ワイド： 38，818，000円
3連複： 102，863，800円 3連単： 132，179，300円 計： 476，974，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 190円 � 1，080円 枠 連（1－3） 1，060円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 600円 �� 2，890円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 12，800円 3 連 単 ��� 60，230円

票 数

単勝票数 計 303701 的中 � 45538（3番人気）
複勝票数 計 419220 的中 � 65606（3番人気）� 66299（2番人気）� 7451（11番人気）
枠連票数 計 227135 的中 （1－3） 16461（3番人気）
馬連票数 計 745914 的中 �� 43135（3番人気）
馬単票数 計 335165 的中 �� 8853（6番人気）
ワイド票数 計 388180 的中 �� 17846（3番人気）�� 3335（34番人気）�� 3462（33番人気）
3連複票数 計1028638 的中 ��� 6027（38番人気）
3連単票数 計1321793 的中 ��� 1591（175番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．2―12．6―12．7―12．2―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．9―48．5―1：01．2―1：13．4―1：24．9―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8
1
3
3，7，13（1，5，14）（9，11）（4，2，15）（8，10，12）16，6
3，7（13，14）（1，5，11，12）（2，9）（10，15）（4，8）16，6

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

勝馬の
紹 介

ブレイヴリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．8．4 函館3着

2011．3．9生 牡4鹿 母 ブルーリッジリバー 母母 スカーレツトブルー 27戦3勝 賞金 56，753，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※メイショウミソラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（27福島3）第1日 10月31日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165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

182，040，000円
2，120，000円
4，380，000円
1，580，000円
16，680，000円
60，054，500円
5，686，800円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
209，277，200円
306，786，800円
150，801，800円
500，862，600円
264，802，500円
276，192，300円
708，623，100円
970，052，400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 3，387，398，700円

総入場人員 8，952名 （有料入場人員 6，877名）
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