
３００９７１１月２０日 晴 良 （２２福島３）第９日 第１競走 ��
��１，７００�サラブレッド系２歳

発走９時５０分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４６．３
１：４５．９

稍重

重

４４ アピールプレイ 牡２黒鹿５５ 石橋 脩吉田 勝己氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム ５００ ―１：４８．６ ２．９�

３３ ゴッドハンド 牡２栗 ５５
５２ ▲西村 太一幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 上野 正恵 ５１０ ―１：４９．１３ ３６．９�

５７ スナークワイルド 牡２黒鹿５５ 荻野 琢真杉本仙次郎氏 藤岡 範士 浦河 日優牧場 ４７６ ―１：４９．４２ ６．５�
２２ トキノサコン 牡２栗 ５５

５２ ▲平野 優田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４７６ ―１：５０．０３� ８．６�
４５ ハギノクレバー 牡２芦 ５５ 鮫島 良太日隈 良江氏 松田 国英 浦河 村下 明博 B４５０ ―１：５０．３１� １２．０�
８１２ レッドストラーダ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 ４８４ ― 〃 クビ ２．９�
６８ トップストライド 牡２鹿 ５５ 村田 一誠	コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 ４８２ ―１：５０．８３ ８６．６

８１３ ノッティングボーイ 牡２鹿 ５５ 黛 弘人齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 ４９８ ―１：５２．３９ ４３．９�
６９ ビッグディール 牡２栗 ５５

５２ ▲国分 優作岡田 牧雄氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ５００ ―１：５２．６２ １９．４�
７１０ シャイニースイート 牡２黒鹿５５ 丸田 恭介小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド ４７４ ― 〃 クビ ３２．７
５６ キンタロウチャン 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥林 啓二氏 藤原 辰雄 新ひだか 斉藤スタッド ４７６ ―１：５２．９２ ２６．０�
７１１ フィールザスカイ 牡２鹿 ５５ 西田雄一郎櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 ４７６ ―１：５５．４大差 ４３．９�
１１ カネトシスポーティ 牡２栗 ５５ 嘉藤 貴行兼松 利男氏 牧 光二 浦河 野表 俊一 ４１８ ―１：５７．０１０ １１０．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ６，６７７，８００円 複勝： １０，４１８，６００円 枠連： ５，４０６，２００円

普通馬連： １５，８８６，８００円 馬単： １３，５３８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ７，３３７，５００円

３連複： ２３，２６０，４００円 ３連単： ３５，９７６，１００円 計： １１８，５０２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � ７９０円 � １８０円 枠 連（３－４） ３，７７０円

普通馬連 �� ４，３９０円 馬 単 �� ７，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３９０円 �� ４００円 �� ２，２６０円

３ 連 複 ��� ６，２１０円 ３ 連 単 ��� ３８，２１０円

票 数

単勝票数 計 ６６７７８ 的中 � １８３５０（２番人気）
複勝票数 計 １０４１８６ 的中 � ２３８５４（２番人気）� ２３５５（９番人気）� １６６１５（３番人気）
枠連票数 計 ５４０６２ 的中 （３－４） １０５９（１３番人気）
普通馬連票数 計 １５８８６８ 的中 �� ２６７２（１４番人気）
馬単票数 計 １３５３８７ 的中 �� １４２４（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７３３７５ 的中 �� １２４３（１５番人気）�� ５０７７（３番人気）�� ７４７（２５番人気）
３連複票数 計 ２３２６０４ 的中 ��� ２７６５（２０番人気）
３連単票数 計 ３５９７６１ 的中 ��� ６９５（１０７番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．６―１２．０―１２．９―１３．１―１２．９―１２．９―１３．０―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．８―３０．８―４３．７―５６．８―１：０９．７―１：２２．６―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３８．９
１
３

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

・（４，７）（１２，１３）－３，１１－（５，１０，９）６－（２，８）１・（４，７）－（３，１２）１３－２－（５，８）９（６，１０）－１１＝１
勝馬の
紹 介

アピールプレイ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Copelan 初出走

２００８．４．２８生 牡２黒鹿 母 コープランズナニー 母母 Nany’s Appeal １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フィールザスカイ号・カネトシスポーティ号は，平成２２年１２月２０日まで平地競走に出走できない。



３００９８１１月２０日 晴 良 （２２福島３）第９日 第２競走 ��１，０００�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５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

５８．０
５７．１

重

稍重

２２ マイスイートホーム 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信飯田 正剛氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４６８＋ ２ ５９．４ ９．６�

８１２ マイディスカバリー 牝５鹿 ５５ 小林慎一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 寺越 政幸 B４６８± ０ ５９．７２ ２．９�

８１１ シゲルシゲザネ 牡３鹿 ５６ 小牧 太森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 ４８６－ ２ 〃 ハナ ３．０�
１１ レオカミカゼ 牡３黒鹿５６ 村田 一誠田中 博之氏 古賀 慎明 日高 若林 武雄 ４７６＋ ２ ５９．８クビ ３８．８�
６８ シャフツレディ 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人�ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ５１６＋ ６１：００．０１� １１．１�
５６ トウカイシグナル 牡６鹿 ５７ 小林 淳一内村 正則氏 成島 英春 門別 碧雲牧場 ４９６－ ２１：００．１� ７２．１	
３３ グラスヴィクター 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介半沢� 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 B４６８± ０１：００．２クビ ８６．７

７１０ マッシュアップ 牡５栗 ５７ 宮崎 北斗 �グリーンファーム 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４６２＋ ６ 〃 アタマ １４０．７�
７９ ゴーオンホーマン 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８４＋ ８ 〃 ハナ １０．１�
４４ � ア シ ュ ア 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 田中 春美 ５１８＋ ６１：００．４１� ５１．０
５５ グランデワイルド 牡３栗 ５６ 中舘 英二芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２＋１６１：００．７２ ５．３�
６７ レディオーロラ 牝５鹿 ５５

５２ ▲平野 優柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 B４６２＋ ４１：００．９１ ６７．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ７，２４５，６００円 複勝： １１，８５２，９００円 枠連： ６，４８２，８００円

普通馬連： １６，７９２，５００円 馬単： １５，３８５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ７，６８１，８００円

３連複： ２５，０３９，６００円 ３連単： ４２，５２７，２００円 計： １３３，００７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（２－８） ５６０円

普通馬連 �� １，１５０円 馬 単 �� ３，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ３５０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ８６０円 ３ 連 単 ��� ７，７８０円

票 数

単勝票数 計 ７２４５６ 的中 � ５９８６（４番人気）
複勝票数 計 １１８５２９ 的中 � １２７９７（４番人気）� ２８９８１（２番人気）� ３１９７０（１番人気）
枠連票数 計 ６４８２８ 的中 （２－８） ８６７５（３番人気）
普通馬連票数 計 １６７９２５ 的中 �� １０８６８（４番人気）
馬単票数 計 １５３８５３ 的中 �� ３７９３（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７６８１８ 的中 �� ４８３４（５番人気）�� ４９８９（４番人気）�� １１３８０（１番人気）
３連複票数 計 ２５０３９６ 的中 ��� ２１７３７（２番人気）
３連単票数 計 ４２５２７２ 的中 ��� ４０３６（１６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．４―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．１―３４．５―４６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイスイートホーム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００８．１２．６ 阪神１４着

２００６．２．１８生 牝４黒鹿 母 ホームスイートホーム 母母 Our Country Place １６戦２勝 賞金 １８，７９０，０００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 ヒシビビッド号



３００９９１１月２０日 晴 良 （２２福島３）第９日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時４０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 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

２２ � ア リ ガ タ イ 牝３鹿 ５３
５２ ☆丸山 元気小田切有一氏 古賀 慎明 日高 山本 通則 ４７６± ０１：４７．３ ８．６�

３５ メイショウボヌス 牝３栗 ５３ 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４７４－ ２１：４７．５１� ５．５�
７１３� テイエムセッペトベ 牝５鹿 ５５

５２ ▲西村 太一竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４５６＋２５１：４７．６� １３５．２�
１１ ネイヴルトウショウ 牝５青 ５５ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 B５００＋１０ 〃 クビ ２０．２�
６１０ エ ヴ ァ 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人田原 邦男氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４３２－ ４１：４７．７クビ １．８�
２３ レオキュート 牝３黒鹿５３ 大野 拓弥�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４３８－ ４１：４７．８� １３．０�
４６ ナンヨークイーン 牝４鹿 ５５ 石橋 脩中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４５０＋２０１：４８．１２ ２０．４	
７１２ ラタンバスケット 牝４栗 ５５ 中舘 英二 
社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４７８＋１４１：４８．４２ ２０．０�
３４ � ピカピカジョオー 牝３鹿 ５３

５０ ▲平野 優西村新一郎氏 中野 栄治 鹿児島 釘田 義美 ４１４－ ８１：４８．５� ８０．２�
８１５ ハロースカーレット 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲国分 優作松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４４２－ ２１：４８．６クビ ２９１．２
６１１ チェルカトローバ 牝３鹿 ５３ 丸田 恭介近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４５０± ０１：４８．９２ ５７．５�
４７ オンワードチアフル 牝３栗 ５３ 西田雄一郎�オンワード牧場 郷原 洋行 新冠 高橋 忍 ４７４－ ２１：４９．２１� ３９２．３�
５８ ラガーラブリン 牝３黒鹿５３ 荻野 琢真奥村 啓二氏 大久保龍志 新ひだか 今 牧場 ４２２－１８１：５０．０５ ９．１�
８１４ ディアコトミ 牝３鹿 ５３ 武 幸四郎ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 B４４２－ ２１：５１．５９ ６１．１�
５９ マイネフェリックス 牝３栗 ５３ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４７６＋１８１：５１．６クビ １８８．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，６０６，５００円 複勝： １５，４２９，４００円 枠連： ７，０４１，６００円

普通馬連： １８，６６７，４００円 馬単： １５，２９５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ９，５７４，７００円

３連複： ２７，８５９，４００円 ３連単： ４２，６１３，７００円 計： １４６，０８８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２３０円 � １７０円 � ２，２２０円 枠 連（２－３） ８６０円

普通馬連 �� １，４１０円 馬 単 �� ３，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ８，７１０円 �� ６，４７０円

３ 連 複 ��� ４７，８２０円 ３ 連 単 ��� ３０２，４００円

票 数

単勝票数 計 ９６０６５ 的中 � ８９０４（３番人気）
複勝票数 計 １５４２９４ 的中 � １８１４８（３番人気）� ３１１８０（２番人気）� １３１２（１３番人気）
枠連票数 計 ７０４１６ 的中 （２－３） ６０８８（４番人気）
普通馬連票数 計 １８６６７４ 的中 �� ９７８５（５番人気）
馬単票数 計 １５２９５４ 的中 �� ３７６３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９５７４７ 的中 �� ６０１９（３番人気）�� ２５４（５９番人気）�� ３４３（４９番人気）
３連複票数 計 ２７８５９４ 的中 ��� ４３０（１１２番人気）
３連単票数 計 ４２６１３７ 的中 ��� １０４（６０７番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．４―１１．８―１２．９―１２．９―１２．５―１２．７―１２．９―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．４―３０．２―４３．１―５６．０―１：０８．５―１：２１．２―１：３４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．８
１
３
６（１２，１４）（９，１３）２，１０（１，５，７，８，１１）４，１５，３
６，１２－１３（９，１４，１０）（１，１１）（２，８）（４，５，７）３，１５

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

勝馬の
紹 介

�ア リ ガ タ イ �
�
父 ムタファーウエク �

�
母父 ソウルオブザマター

２００７．５．８生 牝３鹿 母 イッツマジック 母母 ウェーブシンエイ ５戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
初出走 JRA



３０１００１１月２０日 晴 良 （２２福島３）第９日 第４競走 ��
��１，２００�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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

３５ アルトゥバン 牡２栗 ５５ 吉田 豊�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４７２－ ２１：０９．４ ３．３�

８１４ ナムラオーシャン 牡２鹿 ５５ 中舘 英二奈村 信重氏 田村 康仁 新ひだか 平野牧場 ４８０＋ ６ 〃 アタマ ７．７�
１１ ダイキチチョウナン 牡２鹿 ５５ 丸田 恭介西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 ４８４－ ２１：０９．６１ ５．１�
４７ ソルトキャスケード 牝２鹿 ５４ 岩部 純二伊藤 仁氏 萱野 浩二 日高 白井牧場 B４６４＋ ２１：０９．８１� ３１．７�
６１０ マックスファイヤー 牝２鹿 ５４ 津村 明秀鈴木 芳夫氏 清水 利章 新ひだか 松田牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ ７．５�
５８ ミサノグリーン 牝２栗 ５４

５３ ☆丸山 元気斎藤 光政氏 相沢 郁 浦河 向別牧場 ４１６－ ８１：１０．０１� １８．７�
２３ ゴールドエンジュ 牝２鹿 ５４

５１ ▲水口 優也�菅井牧場 松山 将樹 新冠 武田 修一 ４３８－ ２１：１０．２１� ２４．７	
３４ キョウワプラネット 牡２栗 ５５ 赤木高太郎�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４６２－ ４ 〃 クビ ８．４

２２ クリスタルロック 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥�山際牧場 松山 将樹 新ひだか 山際牧場 ４０６＋ ４１：１０．６２� ２３．５�
７１３ メイショウエデン 牝２鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小島 太 安平 ノーザンファーム ４２８－ ２ 〃 ハナ ５．８�
５９ デ リ ー ル 牝２栗 ５４ 田辺 裕信 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 新ひだか 下屋敷牧場 ４４４－ ２１：１０．８１� １２５．６�
７１２ チャーガンジュウ 牝２栗 ５４ 的場 勇人片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 山際 智 ４２０＋ ４１：１１．４３� １１２．３�
４６ テイエムヒナマツリ 牝２芦 ５４

５１ ▲平野 優竹園 正繼氏 石栗 龍彦 むかわ ヤマイチ牧場 ４３２－１２ 〃 クビ １６３．５�
８１５ マハリクマハリタ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４３８＋２０１：１１．５� ２２５．３�
６１１ カシマホクト 牡２鹿 ５５ 西田雄一郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４６８＋ ４１：１１．８２ ２７５．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，９７５，７００円 複勝： １８，６５７，６００円 枠連： ７，２３７，７００円

普通馬連： ２０，７２７，８００円 馬単： １５，６２６，２００円 ワイド【拡大馬連】： １０，６５２，３００円

３連複： ３２，１３８，９００円 ３連単： ４４，９１７，２００円 計： １５９，９３３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � ２２０円 � １７０円 枠 連（３－８） ９３０円

普通馬連 �� １，２３０円 馬 単 �� ２，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ３６０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ２，２６０円 ３ 連 単 ��� ８，８６０円

票 数

単勝票数 計 ９９７５７ 的中 � ２４３８８（１番人気）
複勝票数 計 １８６５７６ 的中 � ４２９８８（１番人気）� １８６５６（５番人気）� ２９９７３（２番人気）
枠連票数 計 ７２３７７ 的中 （３－８） ５７９３（３番人気）
普通馬連票数 計 ２０７２７８ 的中 �� １２５３３（３番人気）
馬単票数 計 １５６２６２ 的中 �� ４９０６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０６５２３ 的中 �� ４５６３（６番人気）�� ７９７６（１番人気）�� ２８０９（１０番人気）
３連複票数 計 ３２１３８９ 的中 ��� １０５２６（３番人気）
３連単票数 計 ４４９１７２ 的中 ��� ３７４４（８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．４―１１．０―１１．７―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．７―３３．７―４５．４―５７．１

コーナー
通過順位

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

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２栗 母 イケイケサンドリン 母母 サンドリーン ４戦１勝 賞金 １０，１００，０００円



３０１０１１１月２０日 晴 良 （２２福島３）第９日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時４０分 （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

６１２ アスカトップレディ 牝３黒鹿 ５３
５２ ☆丸山 元気上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４５４± ０１：５８．８ ２．６�

７１４ エスピナアスール 牝３黒鹿 ５３
５０ ▲平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 ４６４－ ４１：５９．２２� ２５．４�

７１３ ハッピーパレード 牝４黒鹿５５ 田中 健馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４４８－ ２１：５９．４１� ４．２�
８１６ ビューティファイン 牝４栗 ５５ 津村 明秀阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４８６＋ ６１：５９．８２� ２９．１�
６１１ ウインマリアベール 牝３栗 ５３ 吉田 隼人�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４２± ０１：５９．９� １２．４�
４７ サムワントゥラブ 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 門別 シンコーファーム ４６２－１０ 〃 クビ ５５．６�
２３ ダッシュアキチャン 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲国分 優作遠藤 喜松氏 成島 英春 三石 沖田 忠幸 ４５４－ ２２：００．０� ４４．３	
１１ ポルトゥエンセ 牝３黒鹿５３ 小牧 太 
社台レースホース粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４９０＋ ８２：００．１クビ ３７．０�
８１５ シルクプロミス 牝４栗 ５５ 小林 淳一有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 中本牧場 ４３６－ ８ 〃 ハナ １６．２�
５１０ シャルルヴォア 牝３黒鹿５３ 藤岡 康太 
サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ５０８± ０ 〃 アタマ １５．１
５９ レディパレード 牝３鹿 ５３ 武 幸四郎 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム ４８８－１０２：００．２� ５９．１�
１２ レッドジュエル 牝４鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ５１０＋ ６ 〃 アタマ １５９．２�
３６ トーセンフリージア 牝３鹿 ５３ 吉田 豊島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４８６＋ ８２：００．３クビ ４６．３�
４８ ク ヴ ァ ル ダ 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦 
サンデーレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋ ６ 〃 クビ ３９．２�
２４ クリスマスキャロル 牝３栗 ５３ 中舘 英二 
社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４３０± ０２：００．４クビ ４．９�

（１５頭）
３５ メイショウシーマ 牝５鹿 ５５ 宮崎 北斗松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １１，５５３，０００円 複勝： １９，８８６，１００円 枠連： ９，５８９，０００円

普通馬連： ２３，６８７，７００円 馬単： １８，５８２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２，３９６，５００円

３連複： ３７，４７６，７００円 ３連単： ５３，５９６，５００円 計： １８６，７６７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ６１０円 � １６０円 枠 連（６－７） ３６０円

普通馬連 �� ４，５７０円 馬 単 �� ５，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５５０円 �� ２５０円 �� ２，６５０円

３ 連 複 ��� ８，０６０円 ３ 連 単 ��� ３５，４５０円

票 数

単勝票数 差引計 １１５５３０（返還計 ５０） 的中 � ３６１７５（１番人気）
複勝票数 差引計 １９８８６１（返還計 ６０） 的中 � ４７９９５（１番人気）� ５７３４（９番人気）� ３５９５２（２番人気）
枠連票数 差引計 ９５８９０（返還計 １ ） 的中 （６－７） ２０１７４（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ２３６８７７（返還計 １３２） 的中 �� ３８２８（１４番人気）
馬単票数 差引計 １８５８２２（返還計 １０７） 的中 �� ２３０９（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １２３９６５（返還計 ９７） 的中 �� １７６５（１６番人気）�� １５３６９（１番人気）�� １０１２（３２番人気）
３連複票数 差引計 ３７４７６７（返還計 ６３２） 的中 ��� ３４３３（２４番人気）
３連単票数 差引計 ５３５９６５（返還計 １０８０） 的中 ��� １１１６（９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．２―３４．９―４６．９―５９．２―１：１１．６―１：２３．３―１：３５．３―１：４７．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アスカトップレディ �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 Shaadi デビュー ２００９．１２．５ 阪神９着

２００７．３．１３生 牝３黒鹿 母 タガノシャーディ 母母 イ ン バ レ ル １１戦２勝 賞金 ３２，７６８，０００円
〔出走取消〕 メイショウシーマ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 クリアキー号・チェンジオブシーン号・ドナフュージョン号・ベイルリ号・ヤマニンアロンディ号



３０１０２１１月２０日 晴 良 （２２福島３）第９日 第６競走 ��
��１，１５０�サラブレッド系３歳以上

発走１２時３０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 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

１２ � エイシンフルハート 牡３栗 ５６ 石橋 脩平井 豊光氏 西園 正都 米
James P. Gal-
lagher & Patri-
cia Gallagher

５０６－ ２１：０８．４ ２．７�

４７ � クレムリンエッグ 牡５栗 ５７ 吉田 隼人�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell
Farm B４９６＋ ４１：０８．９３ ４．７�

７１４ ブルーデジャブ �３芦 ５６ 田中 健 �ブルーマネジメント大根田裕之 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ５０８－ ２ 〃 ハナ ３７．１�

２３ ルージュアルダン 牡５栗 ５７
５６ ☆丸山 元気 �キャロットファーム 和田 正道 早来 ノーザンファーム B４８６＋ ２１：０９．０	 ６．６�

２４ ノボジュピター 牡４栗 ５７
５４ ▲西村 太一�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４６２－ ２１：０９．１クビ ５．２�

５９ カネスフォルテ 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介杉澤 光雄氏 伊藤 大士 日高 坂 牧場 B４７６＋ ６１：０９．４２ ９３．７	
５１０ ヒシソロモン 牡４青鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太阿部雅一郎氏 小林 常泰 新冠 カミイスタット ４８０± ０ 〃 クビ ３４．２

４８ ゴーゴーシュンスケ 牡３栗 ５６ 武士沢友治藤沼 利夫氏 松山 将樹 新ひだか 金 宏二 ４５０－ ８１：０９．６１
 ８６．６�
３６ � ビービーボルト �４鹿 ５７ 大野 拓弥�坂東牧場 高橋 祥泰 日高 碧雲牧場 ４９８＋ ４ 〃 クビ ５１．６�
１１ メジロライダー 牡４黒鹿５７ 渡辺 薫彦�メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 ４６２－ ６１：０９．７クビ ８９．０
７１３ ネイルダウン 牡３黒鹿５６ 小牧 太前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６－ ６１：０９．９	 １３．２�
６１１ ムスタングリーダー 牡３芦 ５６ 藤岡 康太杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４２４＋ ２ 〃 ハナ ３５．６�
８１６ サンパチェンス 牡３鹿 ５６ 的場 勇人南 �幸氏 高木 登 浦河 目名太山口

牧場 ４６２± ０ 〃 アタマ １６．７�
３５ スターリバイバル 牡４栗 ５７

５４ ▲平野 優�出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ５１２－ ２１：１０．６４ ２３．９�
８１５ ノボパガーレ 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４８２± ０１：１０．９２ ５８．７�
６１２� ヴ ォ ー グ �４芦 ５７ 二本柳 壮小林 久義氏 二本柳俊一 浦河 市川フアーム B４７６－１０１：１３．１大差 ２６４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，４６３，７００円 複勝： １８，２６５，２００円 枠連： ８，１０５，２００円

普通馬連： ２３，０４５，１００円 馬単： １６，２６４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２，０３０，６００円

３連複： ３３，９１４，８００円 ３連単： ５１，１８０，９００円 計： １７２，２６９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � ８００円 枠 連（１－４） ５９０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� １，６５０円 �� ３，１７０円

３ 連 複 ��� ８，２１０円 ３ 連 単 ��� ２４，６６０円

票 数

単勝票数 計 ９４６３７ 的中 � ２７７７３（１番人気）
複勝票数 計 １８２６５２ 的中 � ４２７４５（１番人気）� ２９５０５（２番人気）� ４０７５（１０番人気）
枠連票数 計 ８１０５２ 的中 （１－４） １０３０７（２番人気）
普通馬連票数 計 ２３０４５１ 的中 �� ２６４０７（１番人気）
馬単票数 計 １６２６４２ 的中 �� １０３１４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２０３０６ 的中 �� １０７６６（１番人気）�� １６７９（２２番人気）�� ８５１（３４番人気）
３連複票数 計 ３３９１４８ 的中 ��� ３０５２（２５番人気）
３連単票数 計 ５１１８０９ 的中 ��� １５３２（５９番人気）

ハロンタイム ９．６―１０．６―１１．２―１１．９―１２．３―１２．８

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．６―２０．２―３１．４―４３．３―５５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンフルハート �
�
父 Congaree �

�
母父 Stalwart デビュー ２００９．１２．２０ 阪神７着

２００７．３．３生 牡３栗 母 Mysti’s Poem 母母 Native Banner １０戦２勝 賞金 １８，８５０，０００円
〔制裁〕 サンパチェンス号の騎手的場勇人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１５番への進路

影響）
〔その他〕 ヴォーグ号は，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。
※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 チャールストン号
（非抽選馬） ３頭 アベニールシチー号・ドンイースター号・ボムクイーン号



３０１０３１１月２０日 晴 良 （２２福島３）第９日 第７競走 １，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時００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 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

４７ エーシンテンモク 牡３鹿 ５５ 荻野 琢真�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 築紫 洋 ４９２± ０１：４６．８ １２．３�

２３ ロトスカイブルー 牡４鹿 ５７ 上野 翔國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４９２－ ８１：４６．９� ２．９�
４６ フェバリットアワー 牡３鹿 ５５

５２ ▲平野 優�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ５０２－１０１：４７．５３� １０．６�
２２ メイショウモネ 牡４芦 ５７

５４ ▲西村 太一松本 好雄氏 武田 博 浦河 日の出牧場 ４５４－ ２１：４７．６� １８．０�
６１１ オリエンタルコール 牡３鹿 ５５

５４ ☆丸山 元気棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社
松田牧場 ４４２＋ ２ 〃 ハナ ３．７�

３４ ワンダーフウラン 牝４鹿 ５５
５２ ▲小野寺祐太山本 信行氏 領家 政蔵 三石 城地 清満 ４７０－ ４１：４７．７� ２１．０	

１１ トップフリーダム 牡４鹿 ５７ 田中 克典横瀬 兼二氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 ４６６－ ４ 〃 ハナ ９１．１

７１３ ハナノシンノスケ 牡３鹿 ５５ 宮崎 北斗池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７４＋ ２１：４８．０１� ２８．８�
５９ � イーサンジャンパー 牡４栗 ５７ 小島 太一国本 勇氏 佐藤 吉勝 鵡川 上水牧場 ４８０＋ ２１：４８．２１� ４６．１�
８１４� ハンドクラッピング 牡４栗 ５７ 草野 太郎加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 山田牧場 ４６０－ ４１：４８．８３� ４０３．６
３５ � ギャラントブーボ 牡４栗 ５７ 池崎 祐介志野まつの氏 的場 均 日高 タバタファーム ５２０＋１６１：４９．１２ ３５０．１�
７１２ ホッコーキングオー 牡５鹿 ５７

５４ ▲国分 優作矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ５００－ ２１：４９．４２ ５．５�
６１０ ナンヨースラッガー 牡３芦 ５５ 田中 健中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ５０４＋ ２ 〃 ハナ １３．８�
８１５ エミネムシチー 牡５鹿 ５７

５４ ▲水口 優也 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 光丘牧場 ４５２± ０１：４９．７１� ６２．４�
５８ ディープリンク 牡５栗 ５７ 千葉 直人中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 本間牧場 ４７０－ ４１：５０．２３ ６２．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，０３８，６００円 複勝： １７，０２０，１００円 枠連： ８，５５７，８００円

普通馬連： ２１，３３５，９００円 馬単： １７，３１５，７００円 ワイド【拡大馬連】： １１，５７０，７００円

３連複： ３４，２１１，３００円 ３連単： ５２，４２２，５００円 計： １７２，４７２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ３４０円 � １６０円 � ３５０円 枠 連（２－４） ８２０円

普通馬連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ４，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� １，９１０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ５，２３０円 ３ 連 単 ��� ４８，９１０円

票 数

単勝票数 計 １００３８６ 的中 � ６４３４（５番人気）
複勝票数 計 １７０２０１ 的中 � １１６８６（５番人気）� ３６９５６（２番人気）� １１０５７（６番人気）
枠連票数 計 ８５５７８ 的中 （２－４） ７７６０（５番人気）
普通馬連票数 計 ２１３３５９ 的中 �� ７７８４（５番人気）
馬単票数 計 １７３１５７ 的中 �� ２９９２（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１５７０７ 的中 �� ３３８８（８番人気）�� １４２５（２３番人気）�� ４５５６（４番人気）
３連複票数 計 ３４２１１３ 的中 ��� ４８２９（１５番人気）
３連単票数 計 ５２４２２５ 的中 ��� ７９１（１５０番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．５―１２．２―１２．９―１２．８―１２．２―１２．５―１２．８―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．５―３０．７―４３．６―５６．４―１：０８．６―１：２１．１―１：３３．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エーシンテンモク �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 Cryptoclearance デビュー ２００９．７．１１ 阪神１６着

２００７．４．２０生 牡３鹿 母 メンフィスベル 母母 Eishin Tennessee ６戦２勝 賞金 １２，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔制裁〕 エーシンテンモク号の騎手荻野琢真は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（３番への進路影響）
※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 リネンベイビー号
（非抽選馬） １頭 オフェンシヴライン号



３０１０４１１月２０日 晴 良 （２２福島３）第９日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３５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 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

４５ シーズンズベスト 牝３青鹿５３ 中舘 英二 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４７４－ ２１：４７．８ ３．０�

６９ アースステップ 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 ５１４－ ４１：４８．０１� ４．２�
７１２ ドリームモモタロウ 牡３鹿 ５５ 丸田 恭介セゾンレースホース� 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４８０－ ６１：４８．１� ８．５�
５７ ヒダカタイザン 牡３鹿 ５５ 鮫島 良太藤井 謙氏 飯田 明弘 浦河 日東牧場 ４１８± ０１：４８．２� ２０．３�
８１４ ゲームコンセプト 牡４芦 ５７

５４ ▲平野 優薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム B４９２－ ４１：４８．３� ４．６�
３４ � カワキタライジン 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥川島 吉男氏 成島 英春 門別 高澤 俊雄 ４４４－１４１：４８．４� ４９．３	
８１３� トレノソルーテ �４鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太廣崎 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５２２＋ ２ 〃 クビ １０８．３

６１０ ステイマックス �４鹿 ５７

５４ ▲国分 優作谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４３８± ０１：４８．６１	 １０６．３�
５８ アドマイヤツバサ 牡３青鹿５５ 田辺 裕信近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ４ 〃 ハナ ２１．２�
４６ � グレートビンテージ 牡３青鹿５５ 小牧 太臼田 浩義氏 鈴木 孝志 日高 メイプルファーム ４３４－ １１：４８．７� ８７．１
３３ アクアブルースカイ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４７０＋ ４１：４８．８� ６４．７�
７１１� アマノスパイダー 牡５栗 ５７

５４ ▲西村 太一中村 孝氏 湯窪 幸雄 様似 小田 誠一 ５００＋１４１：４９．２２� ２０６．２�
２２ マイネルドルチェ 牡３栗 ５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 川島牧場 B４６２± ０１：４９．３クビ ８．４�
１１ エストシャイン 牝４青鹿５５ 吉田 豊橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか 桜井牧場 ４７４± ０ （競走中止） １７．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，０５６，２００円 複勝： ２１，３８１，５００円 枠連： ９，０５３，８００円

普通馬連： ２６，３４６，７００円 馬単： ２０，６０４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １３，１２４，２００円

３連複： ３７，２７０，０００円 ３連単： ６１，１９０，９００円 計： ２０２，０２８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ２３０円 枠 連（４－６） ５５０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ６６０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ２，５７０円 ３ 連 単 ��� ９，２８０円

票 数

単勝票数 計 １３０５６２ 的中 � ３５０８０（１番人気）
複勝票数 計 ２１３８１５ 的中 � ４９７４２（１番人気）� ３０５２４（３番人気）� ２０４００（５番人気）
枠連票数 計 ９０５３８ 的中 （４－６） １２３５７（１番人気）
普通馬連票数 計 ２６３４６７ 的中 �� ２２９１７（２番人気）
馬単票数 計 ２０６０４９ 的中 �� １０８４４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３１２４２ 的中 �� １００９１（２番人気）�� ４７８０（７番人気）�� ３９９２（９番人気）
３連複票数 計 ３７２７００ 的中 ��� １０７３７（５番人気）
３連単票数 計 ６１１９０９ 的中 ��� ４８６９（１２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．４―１２．６―１２．３―１１．８―１１．８―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３６．２―４８．８―１：０１．１―１：１２．９―１：２４．７―１：３５．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シーズンズベスト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Zieten デビュー ２００９．８．１５ 札幌１着

２００７．４．１１生 牝３青鹿 母 シ ー ズ ア ン 母母 Sunset Cafe ５戦２勝 賞金 ２０，３４５，０００円
〔競走中止〕 エストシャイン号は，競走中に疾病〔左第１指節種子骨粉砕骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ゼロチョウサン号・ヒルトップシーン号



３０１０５１１月２０日 晴 良 （２２福島３）第９日 第９競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１０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 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

１１ ロジサイレンス 牡３鹿 ５５
５４ ☆丸山 元気久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ８１：４６．１ １４．３�

３５ ユジェニックブルー 牡３黒鹿５５ 田中 健 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５２２－ ２１：４６．２� ４．１�
５８ タイセイワイルド 牡３鹿 ５５

５２ ▲平野 優田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４６８＋ ４ 〃 クビ ４．２�
２３ パーフェクトバイオ 牡４黒鹿５７ 中舘 英二バイオ� 坪 憲章 安平 ノーザンファーム B４５８＋ ２１：４６．３� ７．４�
４７ � モエレジンダイコ 牡５栗 ５７

５４ ▲国分 優作坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４７２＋ ２１：４６．６１� ９．２�
６１０ トウカイノーマル 牡３青鹿５５ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ５３４＋ ８１：４６．７� ３０．１�
５９ ハジメレンジャー 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 ４７０＋ ８１：４６．８� ５．５	
７１３ キョウエイナゲット 牡３黒鹿５５ 大野 拓弥田中 晴夫氏 藤原 辰雄 日高 春木 昭雄 B４４８＋ ４１：４６．９� ３３．９

４６ キ ク ジ ロ ウ 牡５青鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太陣内 孝則氏 高市 圭二 静内 キヨミネ牧場 B５０４＋ ２１：４７．０クビ ３４．３�
７１２� アドベンティスト 牡５芦 ５７ 伊藤 直人 �サンデーレーシング 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ５１４＋２２１：４７．４２� １３．８
３４ リーサムプライド 牡４芦 ５７ 石橋 脩平田 修氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７６－１０１：４７．５� ３０．０�
６１１� パープルマジック 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人水上 行雄氏 柴田 政人 新ひだか 塚田 達明 ４５４＋ ２１：４７．７１� ９６．９�
２２ ウインザマキ 牡４黒鹿５７ 宮崎 北斗�田 三郎氏 崎山 博樹 浦河 中島 俊明 ５１４－ ２１：４９．１９ ４０．９�
８１４ ハンターワディ 牡３鹿 ５５ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４８２＋１８１：４９．４１� ２６．４�
８１５� ブレーヴキャンター 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介前田 榮生氏 和田 正道 大樹 メムブリーディ

ングシステム ５４４＋ ５１：５０．１４ １２１．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，５９５，８００円 複勝： １９，７１４，６００円 枠連： １１，１５９，０００円

普通馬連： ３２，０８９，７００円 馬単： ２１，３５３，２００円 ワイド【拡大馬連】： １４，６４１，７００円

３連複： ４４，０５３，１００円 ３連単： ７４，７８３，３００円 計： ２２９，３９０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４３０円 複 勝 � ４４０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（１－３） ３，９６０円

普通馬連 �� ４，６７０円 馬 単 �� ９，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４５０円 �� １，７５０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ５，８４０円 ３ 連 単 ��� ４２，１７０円

票 数

単勝票数 計 １１５９５８ 的中 � ６３９７（７番人気）
複勝票数 計 １９７１４６ 的中 � ８６９４（７番人気）� ４２９５３（１番人気）� ３１５６４（２番人気）
枠連票数 計 １１１５９０ 的中 （１－３） ２０８０（１６番人気）
普通馬連票数 計 ３２０８９７ 的中 �� ５０７８（１５番人気）
馬単票数 計 ２１３５３２ 的中 �� １６６８（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４６４１７ 的中 �� ２３０２（１５番人気）�� １８８７（１９番人気）�� １３８９４（１番人気）
３連複票数 計 ４４０５３１ 的中 ��� ５５７３（１２番人気）
３連単票数 計 ７４７８３３ 的中 ��� １３０９（９６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．２―３０．２―４３．１―５６．２―１：０８．５―１：２０．９―１：３３．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロジサイレンス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１．１６ 中山１着

２００７．２．２７生 牡３鹿 母 テイクワンズアイ 母母 パーソナルファイル ４戦２勝 賞金 １４，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ウインステルス号・ビーチランデブー号



３０１０６１１月２０日 晴 良 （２２福島３）第９日 第１０競走 ��
��１，２００�

ご し き ぬ ま

五 色 沼 特 別
発走１４時４５分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
福島競馬振興会長賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，２００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４２０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４８ ダイナミズム 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥吉田 和子氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４－ ２１：０８．４ ５５．７�

７１３ セイコーライコウ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩竹國 弘氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 ４８６＋２６ 〃 クビ ７．０�
４７ オ ク ル ス 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗山本弥恵子氏 松永 康利 青森 明成牧場 ４５４－ ２１：０８．５� ７．０�
３５ バロンダンス 牡５栗 ５７ 田辺 裕信市川不動産� 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３０＋ ４１：０８．６� １１．９�
８１５ キヲウエタオトコ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三小田切有一氏 佐々木晶三 門別 大江牧場 ４５８－ ６１：０８．８１� １６．６�
１２ 	 ミサトバレー 牝５栗 ５５ 藤岡 康太戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４５４－ ６ 〃 ハナ １４５．１�
５１０ ヒカルプリンス 
４鹿 ５７ 吉田 隼人�橋 京子氏 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６＋ ２１：０８．９クビ ４．２	
３６ ビバサムシング 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介
高瀬牧場 小林 常泰 新冠 須崎牧場 ４７０－ ２ 〃 アタマ ８５．７�
６１１ ニホンピログッデン 
７鹿 ５７ 村田 一誠小林百太郎氏 作田 誠二 静内 福岡 清 ４７８± ０１：０９．０� １１．９�
６１２ チェアユーアップ 牝４栗 ５５ 小林 淳一岡田 将一氏 田島 俊明 静内 岡田スタツド ４３６± ０ 〃 クビ １１６．８
２３ 	 アイスカービング 牝６黒鹿５５ 吉田 豊下河�行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４８２－ ２１：０９．１� ８．７�
２４ グラスピュア 牝３黒鹿５４ 丸山 元気半沢
 牧 光二 新ひだか タツヤファーム ４９６－ ２１：０９．４１� ２１．３�
１１ コ ク ト ー 牡４鹿 ５７ 的場 勇人柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 日高 富川牧場 ４７４± ０１：０９．５� ２６．７�
７１４ ピュアチャプレット 牝４芦 ５５ 鮫島 良太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ２ 〃 クビ １３．１�
８１６ ウインキングストン 牡５栗 ５７ 武 幸四郎�ウイン 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 ４９６＋ ２１：０９．６� ６．９�
５９ リビングプルーフ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４３０＋ ２１：０９．７クビ ２３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，６０３，５００円 複勝： ２６，００９，３００円 枠連： １５，８７３，３００円

普通馬連： ４８，６００，４００円 馬単： ３１，２２８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４３３，４００円

３連複： ７２，５７０，３００円 ３連単： １１８，４３９，８００円 計： ３４９，７５８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，５７０円 複 勝 � １，２１０円 � ２８０円 � ３９０円 枠 連（４－７） ２，２４０円

普通馬連 �� ２５，７００円 馬 単 �� ６５，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，６９０円 �� ５，７７０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ７９，１１０円 ３ 連 単 ��� ７４７，０９０円

票 数

単勝票数 計 １６６０３５ 的中 � ２３５１（１３番人気）
複勝票数 計 ２６００９３ 的中 � ４９５３（１３番人気）� ２７２５０（３番人気）� １８１３４（７番人気）
枠連票数 計 １５８７３３ 的中 （４－７） ５２５１（１１番人気）
普通馬連票数 計 ４８６００４ 的中 �� １３９６（７１番人気）
馬単票数 計 ３１２２８３ 的中 �� ３５０（１５５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４３３４ 的中 �� ６４４（７５番人気）�� ８６１（６８番人気）�� ３６２４（１３番人気）
３連複票数 計 ７２５７０３ 的中 ��� ６７７（２４４番人気）
３連単票数 計１１８４３９８ 的中 ��� １１７（１８１５番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．６―１１．１―１１．６―１１．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．３―３３．４―４５．０―５６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイナミズム �
�
父 Rahy �

�
母父 Dynaformer デビュー ２０１０．２．２０ 東京４着

２００７．３．２７生 牝３鹿 母 ダイナズクラブ 母母 Dancey Kate ８戦３勝 賞金 ３０，１９２，０００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 ウスイ号・シチリアーナ号・メイショウサバト号



３０１０７１１月２０日 晴 良 （２２福島３）第９日 第１１競走
第４６回農林水産省賞典

��
��２，０００�福 島 記 念（ＧⅢ）

発走１５時２０分 （芝・右）
３歳以上，２１．１１．２１以降２２．１１．１４まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞・福島県知事賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

３５ ダンスインザモア 牡８黒鹿５５ 丸田 恭介木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５１８－ ８１：５８．９ ６４．４�

６１１ ディアアレトゥーサ 牝３黒鹿５１ 丸山 元気�樽さゆり氏 畠山 吉宏 むかわ 新井牧場 ４８６－ ２１：５９．０� ４．１�
１２ トウショウシロッコ 牡７黒鹿５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７２－ ６ 〃 クビ ４．９�
２４ メイショウクオリア 牡５鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４６８＋ ４１：５９．１クビ １２．４�
７１３ ミステリアスライト 牡５栗 ５５ 中舘 英二 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２１：５９．２� ６．１�
６１２ サニーサンデー 牡４栗 ５４ 佐藤 哲三宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４８６＋ ４１：５９．３� １１．２	
１１ ナムラクレセント 牡５鹿 ５７ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４９８－ ２ 〃 クビ ４．２

４８ アルコセニョーラ 牝６黒鹿５５ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４２６± ０１：５９．４� １７．１�
２３ マイネルチャールズ 牡５黒鹿５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４８８＋ ８１：５９．６１� ２６．０�
５９ レッドアゲート 牝５黒鹿５１ 荻野 琢真ディアレスト 高木 登 浦河 小島牧場 ４４６± ０１：５９．８１� １２９．８
７１４ ニルヴァーナ 牡７鹿 ５４ 藤岡 康太 �社台レースホース池江 泰郎 追分 追分ファーム ４９６± ０１：５９．９クビ ２０．３�
３６ イケトップガン 牡６栗 ５３ 鮫島 良太池田 豊治氏 石毛 善彦 三石 村上牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ ３９．８�
４７ ベルモントルパン 牡６鹿 ５２ 大野 拓弥 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４８０＋ ４２：００．２１� １４１．９�
５１０ サクラオリオン 牡８黒鹿５６ 石橋 脩�さくらコマース池江 泰郎 静内 新和牧場 ４６２－１２ 〃 クビ ４４．２�
８１５ シルクネクサス 牡８栗 ５４ 上村 洋行有限会社シルク岡田 稲男 新冠 早田牧場新

冠支場 ５０６－ ８２：００．６２� ７８．９�

（１５頭）
８１６ ホワイトピルグリム 牡５芦 ５６ 吉田 隼人�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ５２，７９１，９００円 複勝： ７９，１２２，３００円 枠連： ５０，４１６，３００円

普通馬連： ２６１，９２０，７００円 馬単： １２４，４２８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ８０，２５６，１００円

３連複： ３７９，２０７，３００円 ３連単： ６４１，４４５，５００円 計： １，６６９，５８８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，４４０円 複 勝 � ９５０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（３－６） ３，５２０円

普通馬連 �� １３，１００円 馬 単 �� ３６，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９３０円 �� ３，０７０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １８，４９０円 ３ 連 単 ��� ２０１，７９０円

票 数

単勝票数 差引計 ５２７９１９（返還計 １６９） 的中 � ６４６４（１２番人気）
複勝票数 差引計 ７９１２２３（返還計 ４１０） 的中 � １５７２４（１１番人気）� １５３５８９（１番人気）� １２０３５５（３番人気）
枠連票数 差引計 ５０４１６３（返還計 ９ ） 的中 （３－６） １０５９７（１３番人気）
普通馬連票数 差引計２６１９２０７（返還計 ２７１６） 的中 �� １４７５７（３８番人気）
馬単票数 差引計１２４４２８５（返還計 １１８４） 的中 �� ２４９１（９０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ８０２５６１（返還計 ８８２） 的中 �� ６３８２（３７番人気）�� ６０８２（４０番人気）�� ４９８２７（１番人気）
３連複票数 差引計３７９２０７３（返還計 １０４２２） 的中 ��� １５１４０（６０番人気）
３連単票数 差引計６４１４４５５（返還計 １５１６０） 的中 ��� ２３４６（５７８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．０―２３．１―３５．４―４７．０―５９．０―１：１１．６―１：２３．３―１：３５．４―１：４７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ダンスインザモア �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２００４．１２．５ 中山１着

２００２．５．３生 牡８黒鹿 母 スーパーリヴリア 母母 ダンサーズカツプ ３４戦５勝 賞金 ２０５，８３９，０００円
〔出走取消〕 ホワイトピルグリム号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 ディアアレトゥーサ号の騎手丸山元気は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（２番への進

路影響）
ダンスインザモア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１０，０００円。（２番への進
路影響）

※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 ロッソトウショウ号



３０１０８１１月２０日 晴 良 （２２福島３）第９日 第１２競走 ��
��１，２００�

い わ や

岩 谷 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５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，２００，０００円 ４，１００，０００円 ２，６００，０００円 １，５００，０００円 １，０２０，０００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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４８ ヤマニングルノイユ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４８０± ０１：０８．８ ４７．６�

８１６ ロードセイバー 牡３栗 ５６ 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか 藤井 益美 ４５６＋ ２１：０９．５４ ７．４�
４７ オリオンザブラック 牝４鹿 ５５ 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４３２－ ２ 〃 クビ ５．６�
６１２ ショウナンスマイル 牡３鹿 ５６ 中舘 英二�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４８± ０１：０９．６クビ １２．８�
６１１ タニノスバル 牝４芦 ５５ 上村 洋行谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ ４．１�
３６ � ウイニングドラゴン 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４３６＋１０ 〃 クビ ２２．８	
７１４ フィールザファン 牝３黒鹿５４ 的場 勇人櫻井 正氏 和田 正道 むかわ 平岡牧場 ４４６－ ２１：０９．７� ３０．８

２４ クレムリンシチー 牡３栗 ５６ 国分 優作 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム ５０４－ １１：０９．８	 １２．４�
２３ マックスストレイン 牡３栗 ５６ 小林 淳一鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ８１：０９．９クビ １０１．９�
１２ キタノオーロラ 牝５栗 ５５ 津村 明秀�木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４９４－ ２ 〃 クビ ８８．７
８１５ バンダムクラウス 牡３鹿 ５６ 丸山 元気山科 統氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ４．３�
７１３� フィールドスピカ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊 �ダイヤモンドファーム 高橋 裕 浦河 ダイヤモンドファーム ４８８± ０１：１０．０クビ ７２．５�
３５ 
 ロックバルーン 牡５栗 ５７ 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Lynch

Bages Ltd ４５８－ ２ 〃 クビ ８．９�
５９ サクラベッシー 牝３鹿 ５４ 村田 一誠�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 山田牧場 ４８８－ ２１：１０．２１� ４５．５�
５１０ アナタノネガイ 牝３栗 ５４ 小野寺祐太村田 哲朗氏 坂本 勝美 新ひだか 藤沢牧場 ４６６＋ ６１：１０．３	 ８３．０�
１１ トゥモローカフェ 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 B４３２－ ２１：１０．４	 ３０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，６７９，５００円 複勝： ２８，２９１，６００円 枠連： １７，９１９，９００円

普通馬連： ５１，４５５，９００円 馬単： ３１，６４４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６７５，０００円

３連複： ７２，６３１，７００円 ３連単： １３３，１２２，０００円 計： ３７１，４２０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，７６０円 複 勝 � １，２５０円 � ３３０円 � ２２０円 枠 連（４－８） ９９０円

普通馬連 �� ２２，９９０円 馬 単 �� ４５，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，７３０円 �� ５，４８０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ５１，２００円 ３ 連 単 ��� ４２１，６５０円

票 数

単勝票数 計 １６６７９５ 的中 � ２７６５（１２番人気）
複勝票数 計 ２８２９１６ 的中 � ４９２３（１１番人気）� ２３０５４（４番人気）� ４０２０５（３番人気）
枠連票数 計 １７９１９９ 的中 （４－８） １３３８３（４番人気）
普通馬連票数 計 ５１４５５９ 的中 �� １６５２（６２番人気）
馬単票数 計 ３１６４４７ 的中 �� ５１１（１２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６７５０ 的中 �� ７０７（６６番人気）�� ８７１（５７番人気）�� ３９５６（１１番人気）
３連複票数 計 ７２６３１７ 的中 ��� １０４７（１５１番人気）
３連単票数 計１３３１２２０ 的中 ��� ２３３（１１１１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１１．３―１１．６―１１．１―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．６―３４．９―４６．５―５７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．２―３F３３．９
３ ８（７，１１，１２）（３，４，１０，１４）（２，６，１６）（９，１３）５（１，１５） ４ ８（７，１１，１２）（３，４，１４）（２，１０，１６）６，１３，９（１，５）１５

勝馬の
紹 介

ヤマニングルノイユ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー ２００９．１１．１４ 福島１着

２００７．３．５生 牝３鹿 母 ヤマニンロージー 母母 ヤマニンシャープ ７戦２勝 賞金 １７，７１８，０００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 アンジェリークダダ号・キタノレリクス号・クインズプレイヤー号



（２２福島３）第９日 １１月２０日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２４１，２６０，０００円
４，９４０，０００円
２，１８０，０００円
２４，１８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，３５８，０００円
４，８５７，０００円
１，７５２，３００円

勝馬投票券売得金
１７５，２８７，８００円
２８６，０４９，２００円
１５６，８４２，６００円
５６０，５５６，６００円
３４１，２６７，３００円
２１９，３７４，５００円
８１９，６３３，５００円
１，３５２，２１５，６００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 ３，９１１，２２７，１００円

総入場人員 １１，１９２名 （有料入場人員 ９，０６０名）




