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3004911月14日 雨 稍重 （27福島3）第5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

12 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 468＋ 21：09．6 4．2�
59 クリプトスコード 牝2栗 54 勝浦 正樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 478－ 41：09．81� 2．4�
35 シゲルノコギリザメ 牡2黒鹿55 菱田 裕二森中 蕃氏 谷 潔 浦河 ガーベラパー

クスタツド 480＋ 41：09．9� 15．0�
713 ウ ィ ン デ ィ 牡2鹿 55 石橋 脩臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 444＋ 81：10．75 7．6�
36 ネイチャーポイント 牡2鹿 55 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 490－ 81：10．8� 142．5�
11 セイントシャイニー 牡2青鹿55 丹内 祐次八巻 弘一氏 菅原 泰夫 白老 習志野牧場 482＋ 61：10．9� 75．5	
815	 サーブルクーリール 牝2青鹿 54

51 ▲加藤 祥太吉田 和子氏 久保田貴士 米 Audley End 466－ 21：11．0クビ 15．0

24 キセキノヒーロー 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太�ジェイアール 黒岩 陽一 新ひだか 神垣 道弘 432＋ 21：11．31� 47．4�
510 イソノヴィグラス 牡2栗 55 中井 裕二磯野 俊雄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 450＋ 81：11．4� 27．3�
48 メイショウサイジン 牝2鹿 54

51 ▲
島 克駿松本 好雄氏 高橋 亮 新冠 ラツキー牧場 462＋ 41：11．71� 5．4
612 テイブルランド 牡2栗 55

52 ▲井上 敏樹平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 静内フジカワ牧場 416＋22 〃 ハナ 132．7�
714 ラブラブビーム 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 大林ファーム 414－ 41：12．12� 42．1�
816 ヴィクトリーマハロ 牡2鹿 55 嶋田 純次古賀 慎一氏 尾形 和幸 新冠 村上牧場 456＋121：12．41� 209．8�
611 プロジェクション 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬�和田牧場 和田 正道 千歳 社台ファーム 474＋ 81：12．5� 29．0�
23 ラブリーラブラブ 牝2鹿 54 原田 和真長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 468＋121：14．110 150．8�
47 ムツミツドイテ 牝2鹿 54

52 △城戸 義政江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 430＋121：17．3大差 359．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，005，200円 複勝： 20，071，200円 枠連： 7，542，400円
馬連： 25，664，800円 馬単： 16，225，800円 ワイド： 18，058，900円
3連複： 40，163，400円 3連単： 53，025，800円 計： 195，757，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 110円 � 300円 枠 連（1－5） 520円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 230円 �� 660円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 7，430円

票 数

単勝票数 計 150052 的中 � 28542（2番人気）
複勝票数 計 200712 的中 � 32725（2番人気）� 69104（1番人気）� 10448（6番人気）
枠連票数 計 75424 的中 （1－5） 11237（2番人気）
馬連票数 計 256648 的中 �� 34463（2番人気）
馬単票数 計 162258 的中 �� 8292（4番人気）
ワイド票数 計 180589 的中 �� 23012（1番人気）�� 6284（7番人気）�� 7247（5番人気）
3連複票数 計 401634 的中 ��� 17320（4番人気）
3連単票数 計 530258 的中 ��� 5173（14番人気）

ハロンタイム 9．4―11．0―11．4―12．4―12．7―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．4―31．8―44．2―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモシルクハット �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2015．7．4 福島13着

2013．3．8生 牡2黒鹿 母 チャームキャップ 母母 ラブソーリー 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 プロジェクション号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 ラブラブビーム号の騎手岩部純二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成27年11月21日から平成27年

11月28日まで騎乗停止。（被害馬：16番）
〔調教再審査〕 プロジェクション号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブリーラブラブ号・ムツミツドイテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

12月14日まで平地競走に出走できない。

3005011月14日 雨 稍重 （27福島3）第5日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走10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

46 クラウンシャイン 牡3栗 55 黛 弘人�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 466－ 41：46．0 7．1�
59 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 478＋ 41：46．31� 3．8�
22 ドラゴンバローズ 牡3栗 55 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか ヒサイファーム 490－10 〃 クビ 4．4�
58 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± 0 〃 アタマ 28．2�
47 カズノテナンゴ 牡3栗 55 津村 明秀鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 472－ 21：46．72� 9．6�
23 レアルイモン 牡3栗 55 二本柳 壮井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 B498＋ 4 〃 アタマ 25．6	
34 ロードプレステージ 牡3黒鹿55 中谷 雄太 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 442＋ 41：46．8� 5．9

35 マルカロゼッタ 牡4栗 57 荻野 琢真日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 504± 0 〃 クビ 20．5�
814� セルリアンラビット 牡6鹿 57 丸田 恭介�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 456＋ 61：47．01 18．2
11 ヴァンクウィッシュ 牡4青鹿 57

56 ☆松若 風馬前田 幸治氏 森田 直行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492＋ 61：47．63� 38．3�

611 マイネルライヒ 牡3鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 井高牧場 550＋121：47．7クビ 96．3�

815 ニチドウリュンヌ 牡4青鹿57 田中 博康山田 伸氏 高橋 義忠 新ひだか 大平牧場 478＋121：47．8� 10．0�
713 トーセンモバイル 牡3鹿 55

52 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド B478－ 6 〃 ハナ 70．3�
712 サーシスリーフ 牡5鹿 57

54 ▲	島 克駿 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 日高 豊洋牧場 496＋ 21：48．11� 53．4�

610 ワンダーバイファル 牡4鹿 57 中井 裕二山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 470＋ 81：48．2� 100．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 12，905，600円 複勝： 18，375，500円 枠連： 8，169，700円
馬連： 25，071，700円 馬単： 13，014，700円 ワイド： 15，802，900円
3連複： 37，620，500円 3連単： 42，602，900円 計： 173，563，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 190円 � 140円 � 160円 枠 連（4－5） 790円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 740円 �� 540円 �� 370円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 18，150円

票 数

単勝票数 計 129056 的中 � 14452（4番人気）
複勝票数 計 183755 的中 � 21179（4番人気）� 37044（1番人気）� 31360（2番人気）
枠連票数 計 81697 的中 （4－5） 7963（2番人気）
馬連票数 計 250717 的中 �� 8649（6番人気）
馬単票数 計 130147 的中 �� 2273（14番人気）
ワイド票数 計 158029 的中 �� 5188（7番人気）�� 7410（3番人気）�� 11624（1番人気）
3連複票数 計 376205 的中 ��� 8918（3番人気）
3連単票数 計 426029 的中 ��� 1701（28番人気）

ハロンタイム 7．0―11．5―12．5―13．0―12．8―11．8―12．0―12．7―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―31．0―44．0―56．8―1：08．6―1：20．6―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クラウンシャイン �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．11．15 福島3着

2012．4．21生 牡3栗 母 タ ツ ル ビ ー 母母 ヘッディンウエスト 11戦2勝 賞金 23，200，000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 ディプロイディ号

第３回 福島競馬 第５日



3005111月14日 雨 稍重 （27福島3）第5日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時40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
1：08．5
1：07．8

良
良

47 グリーンバシリスク 牝2栗 54 大庭 和弥石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム 452＋ 21：11．2 20．6�
816 チタンクレバー 牝2青鹿54 丸山 元気鈴木 康弘氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 418＋ 2 〃 クビ 6．2�
510 ギ ン ゴ ー 牡2鹿 55 西村 太一�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 480＋101：11．41� 15．9�
11 バトルグランドリイ 牝2鹿 54 川須 栄彦宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 462－ 41：11．5� 5．2�
48 レアドロップ 牝2芦 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 458＋ 2 〃 アタマ 3．1�
815 リバティークイーン 牝2黒鹿54 吉田 隼人平川 浩之氏 小笠 倫弘 様似 澤井 義一 458＋ 2 〃 アタマ 7．0	
713 メープルパール 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 412－ 21：11．71� 65．8

611 クラウンドリーム 牡2芦 55 杉原 誠人�クラウン 金成 貴史 新冠 ヒカル牧場 464－ 61：11．91 294．7�
35 ファインキャプテン 牡2栗 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 464± 0 〃 クビ 16．5
36 ソニックタイガー 牡2黒鹿55 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 456＋ 21：12．1� 35．3�
23 ワ オ 牝2黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太 Him Rock Racing 高橋 康之 浦河 	川 啓一 426－ 2 〃 ハナ 9．7�
12 キ ン ノ ツ ル 牝2芦 54

51 ▲伴 啓太榎本 富三氏 作田 誠二 新ひだか マークリ牧場 444－ 21：12．2
 19．9�
612 コスモアリエス 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 446＋ 41：13．37 157．4�
59 スピードムテキ 牝2鹿 54 黛 弘人遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 442＋ 21：13．51� 19．2�
714 ワンハンドグルメ 牡2栗 55

53 △城戸 義政�和田牧場 和田 正道 新ひだか 村上牧場 460－ 81：13．71 191．1�
24 ダイメイグッド 牝2黒鹿54 原田 和真宮本 昇氏 石栗 龍彦 日高 日高大洋牧場 426－ 41：14．76 209．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，190，400円 複勝： 18，758，500円 枠連： 9，697，000円
馬連： 25，661，600円 馬単： 14，990，200円 ワイド： 16，145，500円
3連複： 37，073，900円 3連単： 43，971，300円 計： 179，488，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 720円 � 240円 � 520円 枠 連（4－8） 470円

馬 連 �� 7，750円 馬 単 �� 15，760円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 4，050円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 30，990円 3 連 単 ��� 186，420円

票 数

単勝票数 計 131904 的中 � 5110（10番人気）
複勝票数 計 187585 的中 � 6095（10番人気）� 24525（4番人気）� 8839（8番人気）
枠連票数 計 96970 的中 （4－8） 15913（1番人気）
馬連票数 計 256616 的中 �� 2565（32番人気）
馬単票数 計 149902 的中 �� 713（64番人気）
ワイド票数 計 161455 的中 �� 1538（37番人気）�� 1015（48番人気）�� 2620（19番人気）
3連複票数 計 370739 的中 ��� 897（108番人気）
3連単票数 計 439713 的中 ��� 171（607番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―12．0―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．4―46．4―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グリーンバシリスク �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ナリタブライアン デビュー 2015．7．11 函館8着

2013．3．7生 牝2栗 母 ユーワオトメ 母母 スプリングシャワー 6戦1勝 賞金 7，300，000円
〔制裁〕 ワオ号の騎手加藤祥太は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイメイグッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月14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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 カシノミライ号・ハトマークレディ号

3005211月14日 雨 稍重 （27福島3）第5日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時10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

612 オンザロックス 牡2鹿 55 石橋 脩稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント
ファーム 472＋ 81：52．5 1．9�

36 メイショウカクオビ 牡2鹿 55 津村 明秀松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 490± 01：52．82 6．5�
713 ピンクアゲート 牝2鹿 54 吉田 隼人ディアレスト 高橋 義忠 浦河 小島牧場 454－10 〃 ハナ 25．2�
611 クリノサンスーシ 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 436－ 61：52．9� 5．1�
48 ミライヘノサイン 牝2鹿 54 古川 吉洋田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 シンユウフアーム 448－ 41：53．0クビ 13．4�
816 ラブミーリル 牝2青鹿 54

51 ▲井上 敏樹小林 祥晃氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 394± 0 〃 アタマ 18．8�
12 レオディーセ 牝2青鹿 54

51 ▲�島 克駿	レオ 萱野 浩二 浦河 吉田 又治 416－ 21：53．32 101．6

35 デ ル マ ネ ネ 牝2栗 54 菱田 裕二浅沼 廣幸氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 440－121：53．61� 106．4�
510 ウインブルースカイ 牡2栗 55 丹内 祐次	ウイン 清水 英克 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 454－ 21：53．91� 155．4
24 オリエンタルアデル 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 396－ 8 〃 クビ 232．4�
714 ア コ ル デ 牝2黒鹿54 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 新冠 ビッグレッドファーム 402－ 21：54．0クビ 96．5�
815 トモジャハリーフ 牡2黒鹿55 丸田 恭介吉冨 学氏 栗田 博憲 浦河 宮内牧場 444＋ 21：54．1� 31．6�
11 フレンチフューゴ 牡2栗 55 勝浦 正樹廣崎 利洋氏 田村 康仁 平取 清水牧場 456± 01：54．2� 9．5�
47 ラ ヴ ィ ア ナ 牝2鹿 54

51 ▲加藤 祥太中辻 明氏 武井 亮 新ひだか タイヘイ牧場 386－ 2 〃 アタマ 142．8�
59 クラウンエイトドア 牡2鹿 55 原田 和真矢野 恭裕氏 栗田 徹 青森 今川 満良 436＋ 81：54．94 41．5�
23 アンデスコンドル 牡2鹿 55 田中 博康 �スピードファーム佐藤 吉勝 浦河 谷川牧場 B478＋ 61：57．2大差 72．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，658，600円 複勝： 18，727，800円 枠連： 9，428，800円
馬連： 24，578，900円 馬単： 16，051，300円 ワイド： 14，947，800円
3連複： 33，327，100円 3連単： 46，587，600円 計： 177，307，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 220円 � 510円 枠 連（3－6） 550円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 380円 �� 930円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 4，630円 3 連 単 ��� 15，390円

票 数

単勝票数 計 136586 的中 � 56418（1番人気）
複勝票数 計 187278 的中 � 68654（1番人気）� 17706（3番人気）� 5837（8番人気）
枠連票数 計 94288 的中 （3－6） 13090（2番人気）
馬連票数 計 245789 的中 �� 24138（2番人気）
馬単票数 計 160513 的中 �� 9139（3番人気）
ワイド票数 計 149478 的中 �� 11052（2番人気）�� 3997（11番人気）�� 1527（23番人気）
3連複票数 計 333271 的中 ��� 5393（11番人気）
3連単票数 計 465876 的中 ��� 2194（36番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．4―13．3―13．0―12．9―12．5―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．6―49．9―1：02．9―1：15．8―1：28．3―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F36．7
1
3
3，9－（2，8，16）（7，12）（13，14，15）1，6，11＝（10，5）－4・（3，9）（8，12）（2，16）（13，1）（7，14，15）（6，11）（10，5）－4

2
4

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

勝馬の
紹 介

オンザロックス �
�
父 サムライハート �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2015．9．20 阪神6着

2013．4．23生 牡2鹿 母 ベルモントエルメス 母母 ミスダンジグ 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔その他〕 アンデスコンドル号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



3005311月14日 雨 重 （27福島3）第5日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時05分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．8

良
良

612 プレゼンスブルー 牝2黒鹿 54
53 ☆松若 風馬 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 426 ―1：12．8 6．1�
816� ラカリフォルニー 牝2鹿 54 吉田 隼人吉田 和美氏 木村 哲也 英 Carmel Stud 494 ―1：13．01� 3．4�
11 スプリングキャロル 牝2鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 420 ―1：13．42	 5．4�
23 メイショウフレイヤ 牝2栗 54 村田 一誠松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 464 ― 〃 ハナ 5．5�
36 イネディット 牝2栗 54 杉原 誠人 �アドバンス・サッポロ 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 392 ―1：13．5
 21．0	
48 アキノプリンス 牡2鹿 55

53 △城戸 義政穐吉 正孝氏 藤岡 健一 新ひだか 森 政巳 444 ―1：13．82 41．3

510 ヤマニンモナムール 牝2栗 54 伊藤 工真土井 肇氏 池上 昌和 新冠 錦岡牧場 362 ―1：14．22	 37．0�
59 ク マ ダ モ ン �2鹿 55 平野 優熊木 浩氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 田中 裕之 412 ―1：14．3クビ 128．2�
47 コスモボーラー 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 日高 日西牧場 446 ―1：14．51� 11．2
713 カ ド バ ン 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 432 ―1：14．6
 36．7�
12 サンライフル 牡2鹿 55 菱田 裕二加藤 信之氏 的場 均 新冠 樋渡 志尚 480 ―1：14．7	 36．3�
35 ティアップジェイド 牝2黒鹿54 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 448 ―1：15．01
 19．8�
24 オプティマスローズ 牝2青鹿54 勝浦 正樹ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 山春牧場 430 ― 〃 クビ 13．2�
815 ニシノヒロイン 牝2鹿 54 川須 栄彦西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 本桐牧場 408 ―1：15．63	 62．4�
714 リネンジェット 牡2青鹿55 古川 吉洋戸山 光男氏 和田 雄二 日高 前川 義則 486 ―1：15．81� 32．5�
611 サツキイチバンボシ 牝2黒鹿54 嶋田 純次小野 博郷氏 石栗 龍彦 浦河 赤田牧場 430 ―1：16．86 137．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，856，300円 複勝： 16，091，000円 枠連： 11，146，400円
馬連： 26，327，400円 馬単： 15，147，700円 ワイド： 16，327，700円
3連複： 35，310，600円 3連単： 44，093，900円 計： 178，301，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 180円 � 140円 � 200円 枠 連（6－8） 1，090円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 360円 �� 830円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 10，760円

票 数

単勝票数 計 138563 的中 � 18086（4番人気）
複勝票数 計 160910 的中 � 21364（3番人気）� 34332（1番人気）� 19083（4番人気）
枠連票数 計 111464 的中 （6－8） 7862（4番人気）
馬連票数 計 263274 的中 �� 16087（3番人気）
馬単票数 計 151477 的中 �� 4505（6番人気）
ワイド票数 計 163277 的中 �� 12349（1番人気）�� 4677（9番人気）�� 9103（3番人気）
3連複票数 計 353106 的中 ��� 11342（2番人気）
3連単票数 計 440939 的中 ��� 2970（7番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．9―12．4―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．9―35．8―48．2―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．0
3 12（2，3，6）16－（8，15）－4，1（5，11，13，10）－（7，9）－14 4 12（3，6）16－2（1，8，15）4－10（5，13，9）11，7，14

勝馬の
紹 介

プレゼンスブルー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Rahy 初出走

2013．4．2生 牝2黒鹿 母 マチカネナナエヤエ 母母 ウ イ ダ ー ド 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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アートオブグラン号・イナフイズイナフ号・ヴァルール号・カシノネイマール号・コパハマッテルゼ号・

パラヴィオン号・ブラウンアニマート号

3005411月14日 雨 重 （27福島3）第5日 第6競走 ��1，150�サラブレッド系3歳以上
発走12時35分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

815 トウケイタイガー 牡4黒鹿57 川須 栄彦木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 下村 繁正 488＋301：07．6 5．1�
612 サビーナクレスタ �4鹿 57

54 ▲加藤 祥太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 61：08．02� 3．2�

35 イ ア ペ ト ス 牡3鹿 56 津村 明秀�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 480＋ 6 〃 クビ 24．0�
23 ビットアリエス 牝4青鹿 55

54 ☆松若 風馬礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 452＋ 71：08．21� 36．9�
47 ディーエスフェイム 牡3鹿 56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 486＋ 2 〃 クビ 12．1	
12 シゲルハダカマツリ 牡3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B534± 01：08．3� 9．5

611 レ デ ィ ー 牝5鹿 55

52 ▲	島 克駿土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 446－ 21：08．4� 20．3�
59 
 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 420＋ 81：08．5� 100．0�
510 ナミノリゴリラ 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 456－ 41：08．6� 4．3
36 ガートルード 牝4黒鹿55 荻野 琢真 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458± 01：08．7� 33．7�
713 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 458－ 2 〃 アタマ 36．2�
48 
 スカイアクセス �6鹿 57 西村 太一�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 540＋241：08．8� 144．6�
714 キュークッキング 牝4黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 B470－ 61：08．9クビ 14．0�
11 ダブルフェイス 牡4栗 57 丹内 祐次山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 534＋ 81：09．0� 22．3�
24 
 フジサンマーケット 牡4栗 57 横山 和生藤田 秀行氏 的場 均 浦河トラストスリーファーム 444－ 21：10．17 125．6�
816 ゼ ン ザ イ 牝3栗 54 丸山 元気 Him Rock Racing 上原 博之 新冠 ハクツ牧場 418＋ 2 〃 アタマ 89．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，860，700円 複勝： 20，490，100円 枠連： 9，599，700円
馬連： 29，375，900円 馬単： 15，936，100円 ワイド： 19，812，400円
3連複： 43，495，000円 3連単： 54，234，400円 計： 208，804，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 220円 � 160円 � 510円 枠 連（6－8） 680円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，450円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 21，190円

票 数

単勝票数 計 158607 的中 � 24599（3番人気）
複勝票数 計 204901 的中 � 24612（3番人気）� 42255（1番人気）� 7958（8番人気）
枠連票数 計 95997 的中 （6－8） 10821（2番人気）
馬連票数 計 293759 的中 �� 27189（1番人気）
馬単票数 計 159361 的中 �� 7066（3番人気）
ワイド票数 計 198124 的中 �� 12239（2番人気）�� 3368（19番人気）�� 3397（18番人気）
3連複票数 計 434950 的中 ��� 6305（11番人気）
3連単票数 計 542344 的中 ��� 1855（38番人気）

ハロンタイム 9．3―10．5―10．8―11．8―12．3―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．3―19．8―30．6―42．4―54．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウケイタイガー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2013．11．23 京都1着

2011．5．31生 牡4黒鹿 母 ヒノデモンテローザ 母母 シルビアワン 13戦3勝 賞金 31，800，000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 アイネクライネ号



3005511月14日 雨 重 （27福島3）第5日 第7競走 ��
��2，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時05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
2：37．3
2：37．3

良
良

714 ゼットスマイル 牡3栗 55 古川 吉洋�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 500＋ 42：46．3 12．7�
510 ウインレーベン 牡4青鹿 57

54 ▲井上 敏樹�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 452± 02：46．51 22．8�
12 プレストウィック 牡4芦 57 津村 明秀 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 514± 0 〃 クビ 4．8�
816 フォルトファーレン 牡6黒鹿57 丸山 元気 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 462＋ 62：46．6� 3．3�
23 マスタープラマー 牡3栗 55

54 ☆松若 風馬岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 6 〃 ハナ 11．4	
611	 ト ラ ヴ ィ ス 牡4鹿 57 丸田 恭介�ターフ・スポート山内 研二 日高 ナカノファーム 480－ 62：46．7クビ 71．8

24 サトノダイレンサ 牡3青鹿 55

52 ▲
島 克駿里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 クビ 20．3�
11 インプレショニスト 牝5鹿 55 中谷 雄太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 450＋ 2 〃 ハナ 8．5�
36 マイネルレオーネ 牡3黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 410－ 42：46．8クビ 8．2
35 ウインステージ 牝4栗 55 黛 弘人�ウイン 池上 昌和 新冠 コスモヴューファーム 386－ 22：46．9� 88．9�
815 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 458＋ 42：47．0� 12．1�
713 アドマイヤウイング 牝4鹿 55 菱田 裕二近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 458＋ 42：47．1� 33．5�
612 レッドオラシオン 牡4芦 57

54 ▲伴 啓太 �東京ホースレーシング 中舘 英二 千歳 社台ファーム 456± 02：47．41� 174．9�
47 マクベスバローズ 牡5黒鹿57 勝浦 正樹猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B472＋142：48．35 54．8�
59 アルマセクレタ 牡4鹿 57 石橋 脩コウトミックレーシング 西浦 勝一 日高 日高大洋牧場 506－ 22：48．4クビ 87．9�
48 レッドクラーケン 牡5鹿 57

54 ▲加藤 祥太 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 498＋ 42：49．57 12．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，427，000円 複勝： 24，627，900円 枠連： 11，188，900円
馬連： 30，529，200円 馬単： 15，918，300円 ワイド： 19，429，300円
3連複： 44，869，800円 3連単： 55，710，400円 計： 218，700，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 440円 � 580円 � 190円 枠 連（5－7） 7，360円

馬 連 �� 10，950円 馬 単 �� 23，090円

ワ イ ド �� 3，540円 �� 1，220円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 17，230円 3 連 単 ��� 137，380円

票 数

単勝票数 計 164270 的中 � 10310（8番人気）
複勝票数 計 246279 的中 � 13333（7番人気）� 9552（10番人気）� 42945（2番人気）
枠連票数 計 111889 的中 （5－7） 1177（24番人気）
馬連票数 計 305292 的中 �� 2159（42番人気）
馬単票数 計 159183 的中 �� 517（84番人気）
ワイド票数 計 194293 的中 �� 1381（41番人気）�� 4188（11番人気）�� 3164（19番人気）
3連複票数 計 448698 的中 ��� 1952（58番人気）
3連単票数 計 557104 的中 ��� 294（454番人気）

ハロンタイム 13．6―12．4―12．7―13．0―12．7―13．1―12．8―13．5―12．3―11．9―12．3―12．6―13．4

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�
13．6―26．0―38．7―51．7―1：04．4―1：17．5―1：30．3―1：43．8―1：56．1―2：08．0―2：20．3―2：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→→�」 上り4F50．2―3F38．3
1
�
8，10（2，16）（9，14）（1，11，5）（4，3，7）＝12，6，13－15・（8，10，14）（2，16，5）（1，7）（9，11，3）4，6－13（12，15）

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

勝馬の
紹 介

ゼットスマイル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2014．8．3 札幌7着

2012．3．18生 牡3栗 母 ゼットフウリン 母母 サーモンタイム 15戦2勝 賞金 15，150，000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） 2頭 クリールハヤテ号・スズカビスタ号

3005611月14日 雨 重 （27福島3）第5日 第8競走 1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時35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

11 ゴーザトップ 牡4栗 57
54 ▲加藤 祥太江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 490＋ 61：45．3 4．1�

713 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± 01：45．93� 12．0�
59 ビバハイタッチ 牡4栗 57 嶋田 純次池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 478－ 21：46．11 19．1�
46 ジ ェ ッ ト 牡3黒鹿 55

53 △城戸 義政薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 478－ 41：46．2� 12．1�
47 イェドプリオル 牡3青鹿 55

54 ☆松若 風馬�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 520－ 61：46．3� 9．1�
35 タ タ ラ 牡3栗 55 水口 優也 	スピードファーム和田正一郎 新冠 アサヒ牧場 426＋ 41：46．4� 37．8

814 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 B490＋ 41：46．5� 4．4�
611 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 470－ 21：47．13� 76．0
23 ニシノマジック 牡3黒鹿55 西村 太一西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 474－161：47．63 33．6�
22 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 476－ 2 〃 ハナ 10．0�
712 ヤマカツライデン 牡3黒鹿 55

52 ▲伴 啓太山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 518－121：47．7クビ 4．9�
34 � メイショウトキムネ 牡4鹿 57 花田 大昂松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 478－ 11：47．91� 40．5�
610 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± 01：48．11� 145．3�
815� ペプチドムーン 牡4栗 57 中井 裕二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 466－ 41：50．3大差 121．4�
58 ア ピ シ ウ ス 	4青鹿57 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 乾 皆雄 B492－ 21：51．15 20．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，603，800円 複勝： 21，780，100円 枠連： 11，242，600円
馬連： 30，849，600円 馬単： 16，698，100円 ワイド： 19，362，500円
3連複： 45，079，100円 3連単： 58，394，900円 計： 218，010，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 200円 � 350円 � 400円 枠 連（1－7） 750円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 4，680円

ワ イ ド �� 880円 �� 990円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 9，590円 3 連 単 ��� 33，650円

票 数

単勝票数 計 146038 的中 � 27937（1番人気）
複勝票数 計 217801 的中 � 33686（2番人気）� 15183（6番人気）� 12856（7番人気）
枠連票数 計 112426 的中 （1－7） 11571（1番人気）
馬連票数 計 308496 的中 �� 9846（9番人気）
馬単票数 計 166981 的中 �� 2674（15番人気）
ワイド票数 計 193625 的中 �� 5793（9番人気）�� 5086（10番人気）�� 2461（24番人気）
3連複票数 計 450791 的中 ��� 3522（35番人気）
3連単票数 計 583949 的中 ��� 1258（104番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―11．4―12．3―13．0―12．2―12．7―12．8―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．5―41．8―54．8―1：07．0―1：19．7―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴーザトップ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2013．12．8 阪神7着

2011．2．11生 牡4栗 母 カルチャートップ 母母 ジ ャ パ ン 15戦2勝 賞金 18，100，000円
〔制裁〕 ロウアンドロウ号の騎手�島克駿は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番・8番・2番）

ゴーザトップ号の騎手加藤祥太は，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。
〔その他〕 アピシウス号は，3コーナーで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。
※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 ヒアカムズザサン号・ヤマニンエルフィン号



3005711月14日 雨 重 （27福島3）第5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 7，000，000円 2，300，000
2，300，000

円
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

510 プラチナブロンド 牝4黒鹿55 丸田 恭介 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 436－ 21：11．3 5．8�
612 アルマクレヨン 牡3栗 56 勝浦 正樹コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 静内酒井牧場 B488＋ 81：11．72� 33．2�
713 アルティマブラッド 牝3青鹿 54

53 ☆松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 466－ 8 〃 同着 2．0�
611 トウシンムサシ 牡4栗 57 丹内 祐次�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 452－ 81：11．9� 29．6�
714 ディレットリーチェ 牝5栗 55 川須 栄彦飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B500－ 4 〃 クビ 33．1	
36 ユメノマイホーム 牝3栗 54 津村 明秀�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 444± 01：12．0クビ 9．4

35 シングルカスク 牝4黒鹿 55

52 ▲伴 啓太 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 438－ 21：12．31� 67．1�
816 グレイスフルワード 牝3鹿 54 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 土田 稔 新ひだか 岡田スタツド 400－ 81：12．4� 32．4�
48 オトコギマサムネ 牡4鹿 57 中谷 雄太塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 494± 01：12．5クビ 9．8
11 キンシノキセキ �4鹿 57

54 ▲	島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム 472＋ 2 〃 ハナ 13．8�

59 コウユーココロザシ 牝3鹿 54 村田 一誠加治屋貞光氏 松永 康利 新ひだか 武岡農場 506± 01：12．6� 35．7�
47 サフランスカイ 牡4鹿 57 菱田 裕二海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 466＋ 4 〃 ハナ 17．8�
12 ハギノソフィア 牝5栗 55 田中 博康安岡美津子氏 	島 一歩 日高 天羽 禮治 472－ 2 〃 ハナ 122．8�
23 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 470－ 61：12．7� 30．3�
24 
 ディアエトワール 牡4栗 57 吉田 隼人ディアレスト 高橋 裕 新ひだか 山際 智 462－ 61：12．91� 30．2�
815
 フ ユ ハ ナ ビ 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹大久保與志雄氏 小野 次郎 新冠 競優牧場 450－111：13．96 234．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，503，400円 複勝： 23，132，400円 枠連： 9，866，400円
馬連： 37，033，600円 馬単： 20，745，000円 ワイド： 21，624，800円
3連複： 53，904，900円 3連単： 75，149，300円 計： 257，959，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 �
�

690円
120円 枠 連（5－6）（5－7）

2，080円
290円

馬 連 ��
��

5，550円
340円 馬 単 ��

��
10，250円
730円

ワ イ ド ��
��

3，570円
240円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 9，150円 3 連 単 ���
���

43，820円
20，180円

票 数

単勝票数 計 165034 的中 � 22434（2番人気）
複勝票数 計 231324 的中 � 31815（2番人気）� 5323（13番人気）� 71986（1番人気）
枠連票数 計 98664 的中 （5－6） 1593（18番人気）（5－7） 14557（1番人気）
馬連票数 計 370336 的中 �� 2278（38番人気）�� 46014（1番人気）
馬単票数 計 207450 的中 �� 721（60番人気）�� 11072（3番人気）
ワイド票数 計 216248 的中 �� 1352（42番人気）�� 28165（1番人気）�� 3733（16番人気）
3連複票数 計 539049 的中 ��� 4416（26番人気）
3連単票数 計 751493 的中 ��� 621（255番人気） ��� 1351（111番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．6―11．8―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．1―46．9―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．2
3 5，13（2，3，11，12）（1，4，10，8）（6，16）（9，14）7，15 4 5（13，12）（2，3，11，10）8，1（4，6，16）（9，14）－7－15

勝馬の
紹 介

プラチナブロンド �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2014．3．29 中京2着

2011．4．5生 牝4黒鹿 母 モンローブロンド 母母 ソ ニ ン ク 10戦3勝 賞金 25，375，000円
〔制裁〕 プラチナブロンド号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12番・

13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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タマモクラリティー号
（非抽選馬） 2頭 サトノピスケス号・ムーンドロップ号

3005811月14日 雨 重 （27福島3）第5日 第10競走 ��1，800�
つ ち ゆ お ん せ ん

土 湯 温 泉 特 別
発走14時45分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 518，000円 148，000円 74，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

713 ブルックデイル 牝3青鹿53 吉田 隼人 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B454＋ 21：51．7 11．3�
47 シ ャ ル ー ル 牝3栗 53 川須 栄彦 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 6 〃 アタマ 2．1�
612 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± 01：52．01� 48．6�
816 ハッピーユニバンス 牝3黒鹿53 津村 明秀亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 452－ 81：52．1� 14．4�
510 プレシャスメイト 牝3鹿 53 菱田 裕二飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 448－ 4 〃 ハナ 12．5�
23 ナイアガラモンロー 牝3鹿 53 勝浦 正樹塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 494＋ 21：52．2� 10．7	
48 セレナビアンカ 牝4鹿 55 伊藤 工真島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 454＋ 6 〃 ハナ 108．0

12 カレンリスベット 牝4黒鹿55 丸田 恭介鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 474－ 41：52．51� 6．2�
59 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± 01：52．71	 17．3�
815 スミレタンポポ 牝3鹿 53 横山 和生海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 408＋ 4 〃 クビ 238．5
611 エクストラペトル 牝3黒鹿53 石橋 脩 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋101：53．01� 22．0�
35 レッドラヴィータ 牝4栗 55 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 462＋101：53．1クビ 30．6�
24 トラストルシファー 牝3鹿 53 丸山 元気菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 466＋101：53．63 21．4�
714 サ グ レ ス 牝4黒鹿55 黛 弘人 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：53．91� 18．7�
11 ウインバニラスカイ 牝3芦 53 丹内 祐次�ウイン 飯田 雄三 日高 天羽牧場 466± 01：55．17 122．8�
36 ステイブレイズ 牝4鹿 55 原田 和真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新冠 中本 隆志 480＋ 21：55．42 137．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，124，300円 複勝： 31，025，000円 枠連： 13，538，900円
馬連： 53，016，600円 馬単： 25，882，800円 ワイド： 28，781，200円
3連複： 72，719，800円 3連単： 93，158，000円 計： 342，246，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 250円 � 130円 � 790円 枠 連（4－7） 820円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 710円 �� 6，270円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 17，920円 3 連 単 ��� 98，590円

票 数

単勝票数 計 241243 的中 � 16952（4番人気）
複勝票数 計 310250 的中 � 28120（4番人気）� 86296（1番人気）� 7058（11番人気）
枠連票数 計 135389 的中 （4－7） 12772（2番人気）
馬連票数 計 530166 的中 �� 32082（3番人気）
馬単票数 計 258828 的中 �� 5263（10番人気）
ワイド票数 計 287812 的中 �� 11122（6番人気）�� 1137（58番人気）�� 2941（31番人気）
3連複票数 計 727198 的中 ��� 3043（65番人気）
3連単票数 計 931580 的中 ��� 685（310番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．0―13．4―13．1―12．5―12．3―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．6―49．0―1：02．1―1：14．6―1：26．9―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ブルックデイル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．9．27 新潟2着

2012．2．19生 牝3青鹿 母 マンハッタンセレブ 母母 サトルチェンジ 7戦2勝 賞金 21，120，000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。
（非抽選馬） 3頭 コスモチョコレイ号・マイネヴァリエンテ号・リヴィエール号



3005911月14日 雨 不良 （27福島3）第5日 第11競走 ��
��1，700�福 島 放 送 賞

発走15時20分 （ダート・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

福島放送賞（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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

712 セトノプロミス 牡5鹿 57 菱田 裕二難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 496－ 21：44．3 7．9�
58 トップボンバー 牡4鹿 57 松若 風馬�コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 452＋ 41：44．4� 4．3�
34 	 フレンドスイート 牝4鹿 55 津村 明秀横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 448± 01：44．82� 22．4�
46 サンライズホーム 牡4青鹿57 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 484± 01：45．11
 15．2�
815 コクリュウノマイ �4青鹿57 丸田 恭介髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 B484－ 41：45．31� 17．2�
11 タマモマズルカ 牡4黒鹿57 黛 弘人タマモ	 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 526－ 2 〃 アタマ 6．2

59 デザートオブムーン 牝4黒鹿55 石橋 脩 	グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 474± 01：45．4� 13．4�
23 タ プ ロ ー ム 牝5鹿 55 西村 太一清水 敏氏 南田美知雄 浦河 室田 千秋 514－ 21：45．82� 85．2�
814 マーブルケーキ 牝4白 55 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス	 萩原 清 安平 ノーザンファーム 480± 01：46．11
 5．4
713 ポイントブランク 牡5栗 57 川須 栄彦 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 552－ 21：46．52� 6．6�
47 ケツァルコアトル 牡5青鹿57 原田 和真�ミルファーム 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 514＋ 21：46．6� 143．1�
610 トーセンアーネスト 牡3鹿 55 嶋田 純次島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 512＋24 〃 アタマ 32．7�
611 カネコメオスター 牡4栗 57 �島 克駿髙岡 義雄氏 矢野 英一 新ひだか 藤沢牧場 498－ 41：46．7クビ 50．2�
35 リアルエンブレム 牡5鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 武井 亮 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B522± 01：46．8
 15．1�
22 モアザンイナフ 牡3黒鹿55 中井 裕二宮川 純造氏 加用 正 浦河 笹地牧場 454＋ 61：46．9クビ 48．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，216，200円 複勝： 34，596，800円 枠連： 27，566，400円
馬連： 104，280，200円 馬単： 45，014，900円 ワイド： 43，589，600円
3連複： 142，463，900円 3連単： 197，168，400円 計： 619，896，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 250円 � 210円 � 600円 枠 連（5－7） 610円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 680円 �� 2，290円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 12，480円 3 連 単 ��� 61，500円

票 数

単勝票数 計 252162 的中 � 25310（5番人気）
複勝票数 計 345968 的中 � 38014（5番人気）� 47339（2番人気）� 12693（10番人気）
枠連票数 計 275664 的中 （5－7） 34717（1番人気）
馬連票数 計1042802 的中 �� 45599（2番人気）
馬単票数 計 450149 的中 �� 9021（8番人気）
ワイド票数 計 435896 的中 �� 17471（3番人気）�� 4752（35番人気）�� 5177（32番人気）
3連複票数 計1424639 的中 ��� 8558（45番人気）
3連単票数 計1971684 的中 ��� 2324（231番人気）

ハロンタイム 7．3―10．8―11．6―12．4―12．6―12．0―12．4―12．3―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．1―29．7―42．1―54．7―1：06．7―1：19．1―1：31．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セトノプロミス �
�
父 スパイキュール �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2012．8．11 札幌5着

2010．4．7生 牡5鹿 母 セトノウインド 母母 シンウインド 27戦4勝 賞金 62，738，000円
〔制裁〕 サンライズホーム号の騎手岡田祥嗣は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 タニセンジャッキー号・ピグマリオン号・ロジテール号
（非抽選馬） 5頭 オルフィーク号・コパノチャーリー号・シュテルングランツ号・ダノンミシガン号・ディーエスコマンド号

3006011月14日 雨 重 （27福島3）第5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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

611 ハッピーウィルス 牡3鹿 55 吉田 隼人吉田 和美氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 B494＋ 62：04．5 5．3�
11 マイネルサージュ 牡3鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 496－ 22：04．82 9．4�
612 エヴァンジル 牝3黒鹿53 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 468－ 62：05．54 28．3�
815	 ネオアトラクション 牡3鹿 55 川須 栄彦林 正道氏 角居 勝彦 英 Floors

Farming 492＋102：06．03 18．7�
816 キングイマデショウ 牡3鹿 55 石橋 脩首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 ヤナガワ牧場 476＋ 82：06．1
 66．7�
23 マイネボニータ 牝4栗 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 410－ 22：06．31� 28．1	
47 スターリーウインド 牝3黒鹿53 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 472－10 〃 クビ 4．2

714 レッドグルック 牡4鹿 57 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 500＋142：06．5� 13．4�
35 イイデフューチャー 牡4黒鹿57 古川 吉洋 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 446－162：06．6
 7．9�
12 タイセイマジック 牡4鹿 57 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 474＋ 22：06．7� 76．8
713 アンジュデュバン 牝4黒鹿55 井上 敏樹後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 452± 02：06．8
 48．3�
48 アキトプレスト 牡3栗 55 横山 和生岡田 昭利氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B482＋ 62：06．9クビ 23．8�
24 ストーミング 牡4栗 57 菱田 裕二栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 476－ 62：07．11
 6．4�
59 タガノレグルス 牡3鹿 55 島 克駿八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 42：07．2� 20．5�
510 テンシンランマン 牝5鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 伊藤 伸一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 486－ 62：07．3
 14．5�
36 レイヨンヴェール 牝4黒鹿55 津村 明秀 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 488＋ 22：07．4クビ 28．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，711，400円 複勝： 32，521，900円 枠連： 17，611，800円
馬連： 65，123，000円 馬単： 27，893，200円 ワイド： 32，477，300円
3連複： 88，612，500円 3連単： 117，562，900円 計： 404，514，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 300円 � 540円 枠 連（1－6） 2，410円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 4，420円

ワ イ ド �� 960円 �� 2，520円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 19，720円 3 連 単 ��� 100，270円

票 数

単勝票数 計 227114 的中 � 34007（2番人気）
複勝票数 計 325219 的中 � 43610（2番人気）� 28338（5番人気）� 13653（8番人気）
枠連票数 計 176118 的中 （1－6） 5643（12番人気）
馬連票数 計 651230 的中 �� 21143（6番人気）
馬単票数 計 278932 的中 �� 4727（10番人気）
ワイド票数 計 324773 的中 �� 9016（6番人気）�� 3279（32番人気）�� 2205（49番人気）
3連複票数 計 886125 的中 ��� 3370（70番人気）
3連単票数 計1175629 的中 ��� 850（311番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．3―12．3―13．1―12．5―12．4―12．8―12．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―36．0―48．3―1：01．4―1：13．9―1：26．3―1：39．1―1：51．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．2
1
3
4（13，16）5（8，6，9）11（7，10）（3，12，15）14，1－2
4（5，11）（13，16）（3，6）（10，9）（7，1）（8，15）（12，14）－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハッピーウィルス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．1 京都11着

2012．4．21生 牡3鹿 母 ナリタフローラ 母母 ナリタレッドバード 10戦2勝 賞金 21，854，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ニシノカブケ号・ファシーノ号
（非抽選馬） 7頭 エジーサンドレ号・セフィーロ号・テイエムレンジャー号・マイネルスパーブ号・マイネルミランダス号・

メイショウミソラ号・ラムレイ号



（27福島3）第5日 11月14日（土曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重後不良

競走回数 12回 出走頭数 189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

168，790，000円
2，120，000円
10，600，000円
2，010，000円
15，270，000円
71，037，000円
4，888，000円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
204，062，900円
280，198，200円
146，599，000円
477，512，500円
243，518，100円
266，359，900円
674，640，500円
881，659，800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 3，174，550，900円

総入場人員 8，696名 （有料入場人員 6，879名）
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