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３２０１３１１月４日 晴 良 （２４福島３）第２日 第１競走 １，２００�サラブレッド系２歳
発走９時５０分 （芝・右）

牝，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

４６ ホオポノポノ 牝２鹿 ５４ 丸田 恭介松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ
ナル牧場 ４２６＋ ２１：０９．５ ５．３�

２２ マカゼコイカゼ 牝２鹿 ５４ 村田 一誠國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム ４２８± ０１：０９．８１� ２．５�
３４ ヒアルロンサン 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 ４３４± ０ 〃 クビ ８．５�
６９ ダイメイバンダム 牝２鹿 ５４ 高倉 稜宮本 孝一氏 石栗 龍彦 青森 長谷地 義正 ４３０－ ２１：１０．６５ １８８．３�
３３ レディーピンク 牝２鹿 ５４

５１ ▲横山 和生小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 ４４４－ ２１：１０．７� ９５．４�
７１１ ラブジョーイ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人増田 陽一氏 星野 忍 新冠 中地 義次 ４３６± ０１：１０．８クビ １８．５�
４５ レディースワロー 牝２鹿 ５４ 黛 弘人中村 浩章氏 中野 栄治 日高 沖田牧場 ４４２＋ ８１：１１．０１� ２４６．３	
１１ キョウエイラーク 牝２鹿 ５４ 丸山 元気田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 山口 義彦 ４４６－ ４ 〃 クビ ６１．６

５７ スピードボニータ 牝２栗 ５４

５２ △西村 太一市川不動産� 和田 正道 浦河 久保 昇 ４５４－ ４ 〃 アタマ ３５．１�
８１４ ブロンドバレット 牝２栗 ５４ 吉田 隼人河原 義宏氏 新開 幸一 浦河 小島牧場 ４３８＋ ６１：１１．３１� ３．２
６１０ ニシノマオジュー 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥西山 茂行氏 松山 将樹 浦河 高昭牧場 ４７２＋ ４ 〃 ハナ ２０．８�
５８ スパイクラベンダー 牝２鹿 ５４

５２ △嶋田 純次�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４２８＋ ６１：１１．４� ４１．９�
８１３ アポロアルデュール 牝２栗 ５４ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 むかわ 真壁 信一 ４４８＋ ２１：１２．７８ ３３２．０�
７１２ ディアプリンセス 牝２黒鹿５４ 古川 吉洋ディアレスト 高橋 義忠 日高 松平牧場 ４３８－ ６１：１４．３１０ ２１．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，６５７，２００円 複勝： １７，５８５，５００円 枠連： ６，５０９，９００円

馬連： ２２，３３６，５００円 馬単： １７，５９９，５００円 ワイド： １２，４９６，６００円

３連複： ３４，８７８，１００円 ３連単： ５９，４４０，１００円 計： １８１，５０３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２００円 � １２０円 � ２１０円 枠 連（２－４） ８２０円

馬 連 �� ８６０円 馬 単 �� １，９２０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ６９０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，８９０円 ３ 連 単 ��� １１，０９０円

票 数

単勝票数 計 １０６５７２ 的中 � １５８７８（３番人気）
複勝票数 計 １７５８５５ 的中 � １８９０８（３番人気）� ５９５４４（１番人気）� １７６８９（４番人気）
枠連票数 計 ６５０９９ 的中 （２－４） ５８７０（２番人気）
馬連票数 計 ２２３３６５ 的中 �� １９２５１（３番人気）
馬単票数 計 １７５９９５ 的中 �� ６７９９（７番人気）
ワイド票数 計 １２４９６６ 的中 �� ８６８１（２番人気）�� ４１４７（６番人気）�� ８３５２（３番人気）
３連複票数 計 ３４８７８１ 的中 ��� １３６２９（５番人気）
３連単票数 計 ５９４４０１ 的中 ��� ３９５９（２７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．２―１１．８―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．１―４５．９―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホオポノポノ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ジ ェ リ デビュー ２０１２．８．１２ 札幌４着

２０１０．６．７生 牝２鹿 母 キョウエイフルハム 母母 ケイシュウアップ ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アポロアルデュール号・ディアプリンセス号は，平成２４年１２月４日まで平地競走に出走できな

い。

３２０１４１１月４日 晴 良 （２４福島３）第２日 第２競走 ��２，０００�サラブレッド系２歳
発走１０時１５分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０２．５
１：５９．９

良

良

１１ オリバーバローズ 牡２黒鹿５５ 西田雄一郎猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７８± ０２：００．６レコード ４０．７�

３４ サンバジーリオ 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２ 〃 ハナ １３．３�
６１０ ダルメシアン 牡２青 ５５ 丸田 恭介本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 前田 宗将 ４７０＋ ８２：００．９１� １２．７�
２２ ブロードソード 牡２黒鹿５５ 松山 弘平 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４９６± ０２：０１．１１ ６．２�
５９ クリアビュー 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４６２－ ２２：０１．２� １３５．７�
５８ セクシイサウンド 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４９４＋ ２２：０１．４１� ２．２�
８１５ キョウエイカミング 牝２黒鹿５４ 木幡 初広田中 晴夫氏 武藤 善則 浦河 福岡 光夫 ４４２± ０ 〃 ハナ １２．０	
７１３ コスモピースフル 牝２鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ２２：０２．０３� ３３．９

２３ ディレットリーチェ 牝２栗 ５４ 丸山 元気飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 ４８２－ ２２：０２．１� ４．４�
４７ エリンジューム 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人有限会社シルク高木 登 新ひだか 神垣 道弘 ４６２＋ ２２：０２．３１� ２６．７�
４６ キルタンサス 牡２栗 ５５ 古川 吉洋山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 ４４０± ０２：０２．４� ２６２．５
７１２ メイキングドラマ 牡２栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 ４７２＋ ２２：０２．８２� ２５４．２�
６１１ コスモアオイ 牝２鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム ４７４± ０２：０３．１１� ４４．２�
８１４ リッシュレーヴ 牡２鹿 ５５ 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４７４＋１６２：０３．３１� ８２．２�
３５ オウケンローズ 牝２黒鹿５４ 中舘 英二福井 明氏 牧浦 充徳 むかわ 上水牧場 ５０４－ ８２：０５．１大差 ５８．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，２２５，１００円 複勝： １９，６９７，８００円 枠連： ７，９７６，９００円

馬連： ２２，７６６，４００円 馬単： １７，８４６，５００円 ワイド： １２，１１６，５００円

３連複： ３３，２３０，１００円 ３連単： ５３，３３２，１００円 計： １７９，１９１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，０７０円 複 勝 � ８３０円 � ４００円 � ４１０円 枠 連（１－３） １６，０９０円

馬 連 �� ２４，３２０円 馬 単 �� ４３，１９０円

ワ イ ド �� ６，０６０円 �� １１，０９０円 �� ２，３２０円

３ 連 複 ��� １０４，３６０円 ３ 連 単 ��� １，０６３，７６０円

票 数

単勝票数 計 １２２２５１ 的中 � ２３６７（９番人気）
複勝票数 計 １９６９７８ 的中 � ５８４２（９番人気）� １３５６４（５番人気）� １３０２９（６番人気）
枠連票数 計 ７９７６９ 的中 （１－３） ３６６（２６番人気）
馬連票数 計 ２２７６６４ 的中 �� ６９１（４６番人気）
馬単票数 計 １７８４６５ 的中 �� ３０５（８６番人気）
ワイド票数 計 １２１１６５ 的中 �� ４９０（４７番人気）�� ２６６（６８番人気）�� １３１０（２４番人気）
３連複票数 計 ３３２３０１ 的中 ��� ２３５（１７８番人気）
３連単票数 計 ５３３３２１ 的中 ��� ３７（１３４４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．５―１２．７―１２．９―１２．７―１１．９―１２．１―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．３―３４．８―４７．５―１：００．４―１：１３．１―１：２５．０―１：３７．１―１：４８．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

オリバーバローズ �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．６．２３ 福島６着

２０１０．２．９生 牡２黒鹿 母 チ ェ ル ビ ム 母母 カーリーエンジェル ５戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔その他〕 ディレットリーチェ号は，４コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

第３回 福島競馬 第２日



３２０１５１１月４日 晴 良 （２４福島３）第２日 第３競走 １，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時４５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

８１５ ケントヒーロー 牡２栗 ５５ 中舘 英二田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 ４７２＋ ２１：０９．２ ３．０�

７１３ アジャストメント 牡２鹿 ５５ 松山 弘平山田 貞蔵氏 山内 研二 日高 広中 稔 ４７０± ０１：０９．９４ ２．８�
５１０ ソ ウ キ ュ ウ 牝２鹿 ５４ 津村 明秀荒木隆之介氏 鈴木 伸尋 浦河 伏木田牧場 ４３６＋ ２１：１０．１１� １３．７�
３５ グランヴァーグ 牡２鹿 ５５ 的場 勇人加藤 光淑氏 的場 均 新ひだか 棚川 光男 ４８０＋ ２１：１０．３１� １３．４�
６１２ ブラザーウインド 牡２栗 ５５ 丸山 元気 �スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム B４７２－ ４１：１０．４� ７．１�
４８ ド リ ュ ア ス 牝２青鹿５４ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４２８－ ６１：１０．５� ５．８�
４７ カシノスペル 牡２鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 ４８０＋ ６１：１０．６� ３４５．４	
１２ バシニアティヴ 牝２栗 ５４ 黛 弘人石橋 英郎氏 高橋 義博 洞爺湖 メジロ牧場 ４４２－ ４１：１０．７� ２７．２

３６ トウショウパシオン 牡２鹿 ５５

５３ △西村 太一トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４４－ ４ 〃 アタマ ５２．８�
２３ ケツァルコアトル 牡２青鹿５５ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド ４８８＋ ６ 〃 クビ １３５．１
２４ カシノハッピー 牡２栗 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 金成吉田牧場 B４４６＋ ８ 〃 アタマ １０４．５�
６１１ ダ ル ド 牡２鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志岡田 壮史氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４１２－ ６１：１０．８クビ ９９．０�
８１６ ミキノロココ 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎谷口 久和氏 保田 一隆 新ひだか 久米 和夫 B４４６－ ２１：１１．０１� ９２．９�
５９ カシノビッグベン 牡２栗 ５５

５２ ▲菅原 隆一柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４８６－ ８１：１１．２１� ３７３．７�
７１４ ピ ン グ ン 牝２芦 ５４ 勝浦 正樹重松 國建氏 黒岩 陽一 日高 坂東ファーム ４４８－１０ 〃 ハナ １５８．３�
１１ リネンクローバー 牝２黒鹿５４ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 青森 青南ムラカミ

ファーム ４５８＋ ２１：１１．６２� １９７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，５７０，２００円 複勝： ２１，０００，８００円 枠連： ７，２９１，４００円

馬連： ２２，３９２，５００円 馬単： １７，４３６，７００円 ワイド： １３，０８６，６００円

３連複： ３３，３９６，６００円 ３連単： ５５，２５５，２００円 計： １８１，４３０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ３００円 枠 連（７－８） ３８０円

馬 連 �� ３７０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ５２０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� １，５７０円 ３ 連 単 ��� ５，６９０円

票 数

単勝票数 計 １１５７０２ 的中 � ３０８３３（２番人気）
複勝票数 計 ２１０００８ 的中 � ４６７３５（２番人気）� ４９４３５（１番人気）� １２５９５（６番人気）
枠連票数 計 ７２９１４ 的中 （７－８） １４４０５（１番人気）
馬連票数 計 ２２３９２５ 的中 �� ４４６８１（１番人気）
馬単票数 計 １７４３６７ 的中 �� １５９９５（２番人気）
ワイド票数 計 １３０８６６ 的中 �� ２３５６０（１番人気）�� ５４１２（６番人気）�� ４５９５（７番人気）
３連複票数 計 ３３３９６６ 的中 ��� １５７９２（３番人気）
３連単票数 計 ５５２５５２ 的中 ��� ７１７５（１０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．４―１１．３―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．２―４５．５―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケントヒーロー �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 トウカイテイオー デビュー ２０１２．７．２９ 小倉２着

２０１０．３．２３生 牡２栗 母 ポ ポ チ ャ ン 母母 ア ト ラ ク ト ６戦１勝 賞金 １３，８５０，０００円
〔発走状況〕 ミキノロココ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 ミキノロココ号は，発走調教再審査。

３２０１６１１月４日 晴 良 （２４福島３）第２日 第４競走 １，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１１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

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

８１１ レッドシュナイト 牡４栗 ５７ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム B４８２－ ２１：４７．５ ５．３�

８１２ ダークブレイズ 牡３黒鹿５５ 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ５４６－ ６ 〃 クビ ３９．４�
７９ エーシングッデイ 牡３黒鹿５５ 松山 弘平�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 川端 英幸 ４７０± ０１：４７．６� ４．８�
１１ シンボリカンヌ 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５１０－ ２１：４７．７� ６．１�
３３ ルスナイスナイパー 牡３栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５４＋ ２１：４７．９１ ２４．３�
４４ ビッグリバティ 牡３青鹿５５ 吉田 隼人�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 ５０４＋１８ 〃 クビ ７．６	
５５ � エルヘイロー 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲平野 優黒岩 晴男氏 二ノ宮敬宇 日高 �橋 耀代 ４９０＋ ６１：４８．２１� ５．０

５６ ディアボンボン 牡３鹿 ５５ 勝浦 正樹ディアレスト 水野 貴広 新冠 中本 隆志 B４７０＋ ６１：４８．５２ ５．０�
６７ キョウエイショウリ 牡４黒鹿５７ 村田 一誠田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 ４５８－ ２１：４８．６クビ ８６．０�
２２ ウメジマダイオー 牡３鹿 ５５ 黛 弘人村田 滋氏 嶋田 潤 平取 高橋 啓 B５００± ０１：４８．８１� １１０．０
７１０ ゴールドジェーン 牝４鹿 ５５ 高倉 稜加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 ４５８－ ６１：４９．５４ １３．８�
６８ カワキタシュテルン 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 飛野牧場 B４９８－ ６１：５１．６大差 １５４．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，２５７，０００円 複勝： １７，６１０，９００円 枠連： ６，８０６，７００円

馬連： ２１，６１６，５００円 馬単： １５，６０５，８００円 ワイド： １１，０３１，３００円

３連複： ２９，５３５，５００円 ３連単： ５３，２４８，８００円 計： １６５，７１２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２２０円 � ７００円 � １８０円 枠 連（８－８） ６，３６０円

馬 連 �� ６，９２０円 馬 単 �� １０，４８０円

ワ イ ド �� ３，０２０円 �� ６７０円 �� ３，５４０円

３ 連 複 ��� １７，４８０円 ３ 連 単 ��� １０５，６４０円

票 数

単勝票数 計 １０２５７０ 的中 � １５４１６（４番人気）
複勝票数 計 １７６１０９ 的中 � ２１８９５（３番人気）� ５１１６（９番人気）� ３２５７２（２番人気）
枠連票数 計 ６８０６７ 的中 （８－８） ７９０（１８番人気）
馬連票数 計 ２１６１６５ 的中 �� ２３０７（２７番人気）
馬単票数 計 １５６０５８ 的中 �� １１００（４８番人気）
ワイド票数 計 １１０３１３ 的中 �� ８７４（３０番人気）�� ４３５９（８番人気）�� ７４２（３１番人気）
３連複票数 計 ２９５３５５ 的中 ��� １２４７（５８番人気）
３連単票数 計 ５３２４８８ 的中 ��� ３７２（３３４番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．２―１１．７―１２．３―１２．７―１２．８―１３．０―１３．２―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．３―３０．０―４２．３―５５．０―１：０７．８―１：２０．８―１：３４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F３９．７
１
３
６，１２－（３，５，１０）－（４，９）－（２，１１）－７－８－１・（６，１２）（３，５）（４，９，１０）（２，１１）７－１，８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

レッドシュナイト �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．３．２０ 阪神９着

２００８．４．３０生 牡４栗 母 ベ ル モ ッ ト 母母 レガシーオブストレングス １６戦３勝 賞金 ２４，９２０，０００円
〔制裁〕 ダークブレイズ号の騎手松田大作は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影響）



３２０１７１１月４日 晴 良 （２４福島３）第２日 第５競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１１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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

６１０ シルクキングリー 牡３鹿 ５５ 丸山 元気有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４７２＋ ６１：４６．５ ２．６�

４５ トーセンオーラ 牝３鹿 ５３ 勝浦 正樹島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド ４４０－ ４１：４６．７１� ５．４�
５７ フィロパトール 牝３鹿 ５３

５１ △嶋田 純次高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 ４６０＋ ８１：４７．０１� ３９．０�
３４ コスモオアシス 牝３鹿 ５３ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４１８＋ ２ 〃 クビ ４０．１�
８１４ ヒダカアルテミス 牝４栗 ５５ 吉田 隼人�辻牧場 栗田 徹 浦河 辻 牧場 ４９６± ０１：４７．１� ７３．０�
３３ マルタカシクレノン 牡４青鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志國立 治氏 清水 美波 浦河 細道牧場 ４９２－ ２ 〃 アタマ １３．６	
８１３ トキノサコン 牡４栗 ５７ 大野 拓弥田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４９２± ０１：４７．２� １０．３

４６ � シャイニングサヤカ 牝５黒鹿５５ 木幡 初広伏木田達男氏 高柳 瑞樹 浦河 伏木田牧場 ４７６－１０１：４７．４１� ７．５�
１１ バサラヴォーグ 牡３芦 ５５ 西田雄一郎湊 義明氏 大竹 正博 浦河 村下牧場 ４８０＋ ６ 〃 クビ ２２．４�
５８ キョウエイマイン 牝３鹿 ５３ 丸田 恭介田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 ４２６＋ ８１：４７．５クビ ７．３
６９ コスモパルダ 牡３青鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム ４９２＋１８ 〃 ハナ １３．２�
７１２ ニチドウルチル 牝５栗 ５５ 松山 弘平山田 伸氏 黒岩 陽一 新ひだか 大平牧場 ４９６＋ ６１：４７．７１� ２６．４�
７１１ スイートシャルマン 牝４鹿 ５５ 村田 一誠シンボリ牧場 奥平 雅士 日高 シンボリ牧場 ４７４－ ６ 〃 アタマ １４９．０�
２２ � ドリームパワー 牝３鹿 ５３

５０ ▲平野 優�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４３２± ０１：４７．８クビ ５８．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，０７５，４００円 複勝： １９，３８２，８００円 枠連： ８，２７５，８００円

馬連： ２３，０９０，２００円 馬単： １６，８２９，０００円 ワイド： １３，３６１，７００円

３連複： ３５，９４０，２００円 ３連単： ５９，１８１，４００円 計： １８７，１３６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � ５６０円 枠 連（４－６） ４００円

馬 連 �� ９４０円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ２，１１０円 �� ２，８５０円

３ 連 複 ��� １１，７４０円 ３ 連 単 ��� ４１，５６０円

票 数

単勝票数 計 １１０７５４ 的中 � ３４３６１（１番人気）
複勝票数 計 １９３８２８ 的中 � ４３２３６（１番人気）� ２９３３１（２番人気）� ６５１６（９番人気）
枠連票数 計 ８２７５８ 的中 （４－６） １５２８４（１番人気）
馬連票数 計 ２３０９０２ 的中 �� １８２３４（１番人気）
馬単票数 計 １６８２９０ 的中 �� １０１２４（１番人気）
ワイド票数 計 １３３６１７ 的中 �� １１９４５（１番人気）�� １４４４（２９番人気）�� １０５９（３７番人気）
３連複票数 計 ３５９４０２ 的中 ��� ２２６１（４１番人気）
３連単票数 計 ５９１８１４ 的中 ��� １０５１（１２６番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．５―１１．６―１２．２―１２．０―１１．９―１１．８―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．２―３４．８―４７．０―５９．０―１：１０．９―１：２２．７―１：３４．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルクキングリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２０１１．１１．６ 京都５着

２００９．３．１生 牡３鹿 母 ステイトリースター 母母 Stylish Star ９戦２勝 賞金 １９，３４０，０００円

３２０１８１１月４日 晴 良 （２４福島３）第２日 第６競走 １，１５０�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�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

１：０６．９
１：０６．９

良

良

１２ ラ フ ァ ダ リ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二 H.H．シェイク・ハムダン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０２± ０１：０８．９ ２．０�

１１ スノークラフト 牝３芦 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４５２± ０１：０９．１１� ４．４�
７１４ オンワードセジール 牝６栗 ５５ 丸山 元気�下屋敷牧場 水野 貴広 浦河 オンワード牧場 ４８０± ０１：０９．３１� ８．９�
２３ シシリアンルージュ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 ４６０＋ ６１：０９．７２� ７３．２�
８１５ ナムラビーム 牝３芦 ５４ 津村 明秀奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 ４４８－ ４１：０９．８� ２８．３�
３５ � ヤマノグラス 牝４鹿 ５５

５２ ▲平野 優山住れい子氏 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 ４７４－ ２１：１０．１１� ８９．２�
５９ � カンタベリーママ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４０８－ ４１：１０．３１� １２９．０	
４７ ニホンピロエリナ 牝５芦 ５５ 高倉 稜小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ４５２－ ６ 〃 クビ ５３．０

５１０ カリステジア 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 日高 いとう牧場 ４８６＋１６１：１０．４� １７．５�
８１６ ト ル サ ー ド 牝３栗 ５４ 古川 吉洋有限会社シルク武市 康男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７４－ ４ 〃 ハナ ５７．３�
３６ � エーシンミモザ 牝４鹿 ５５ 松田 大作平井 淑郎氏 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４８６＋３８１：１０．５クビ １３９．６
２４ ハクユウリリー 牝３栗 ５４ 吉田 隼人 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 ４２０－ ２ 〃 アタマ １５．７�
６１１� ダイヤモンドパール 牝３芦 ５４

５１ ▲中井 裕二佐々木雄二氏 清水 久詞 新冠 的場牧場 ４９０＋ ２１：１１．１３� ３５．９�
７１３� ヤギリエスペランサ 牝４栗 ５５ 荻野 琢真内田ヤエ子氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４９８－ ８１：１１．３１� １０９．８�
４８ トーセンスタッフ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 岡田牧場 ４５０－ ４１：１１．８３ ９．１�
６１２ ノボプレシャス 牝３栗 ５４

５１ ▲原田 和真�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４６０－ ４１：１２．３３ ２２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，７０３，６００円 複勝： ２３，１２４，７００円 枠連： １０，３３８，２００円

馬連： ２５，４９５，３００円 馬単： ２１，３２２，８００円 ワイド： １４，６１３，３００円

３連複： ３９，４６０，４００円 ３連単： ６７，７８６，６００円 計： ２１７，８４４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（１－１） ４７０円

馬 連 �� ４９０円 馬 単 �� ５４０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ３９０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� ４，５５０円

票 数

単勝票数 計 １５７０３６ 的中 � ６１８８５（１番人気）
複勝票数 計 ２３１２４７ 的中 � ７６６７１（１番人気）� ３６６４８（２番人気）� ２６９９０（３番人気）
枠連票数 計 １０３３８２ 的中 （１－１） １６３２０（１番人気）
馬連票数 計 ２５４９５３ 的中 �� ３８６５０（１番人気）
馬単票数 計 ２１３２２８ 的中 �� ２９４９０（１番人気）
ワイド票数 計 １４６１３３ 的中 �� ２０６０４（１番人気）�� ８８８９（３番人気）�� ５７１０（５番人気）
３連複票数 計 ３９４６０４ 的中 ��� ２０９８５（２番人気）
３連単票数 計 ６７７８６６ 的中 ��� １１０１９（１番人気）

ハロンタイム ９．５―１０．５―１１．１―１２．３―１２．６―１２．９

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．０―３１．１―４３．４―５６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ フ ァ ダ リ �
�
父 Singspiel �

�
母父 Kris S. デビュー ２０１１．９．１９ 札幌９着

２００９．３．７生 牝３黒鹿 母 シ シ リ ー Ⅱ 母母 Najecam ８戦２勝 賞金 １６，４００，０００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 カルブンクルス号・メイショウゴウヒメ号



３２０１９１１月４日 晴 良 （２４福島３）第２日 第７競走 １，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０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 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

８１５ シルクパルサー 牡５鹿 ５７
５５ △西村 太一有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４９０＋ ６１：４８．０ ３．５�

５９ ラブトゥオール 牡３黒鹿 ５５
５２ ▲藤懸 貴志安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ４６４－ ２ 〃 ハナ ３．８�

１１ シ ナ ル 牝４栗 ５５ 伊藤 工真加藤 信之氏 鹿戸 雄一 日高 有限会社
ケイズ ４８２＋ ８１：４８．１� １２．２�

７１３ キタサンシンガー 牡３芦 ５５
５２ ▲花田 大昂�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 ４９０－ ６ 〃 クビ ６．９�

４６ トゥルーフレンド 牡３鹿 ５５
５２ ▲菅原 隆一武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 ４８０－ ４１：４８．２� ３８．７�

５８ キングスバーン 牡３鹿 ５５
５２ ▲横山 和生林 正道氏 的場 均 浦河 酒井牧場 ５１６＋ ６１：４８．７３ ８．２�

２３ リサーチアゲン 牡４鹿 ５７
５４ ▲高嶋 活士浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 川越牧場 ４９８＋ ９１：４９．４４ ４６．８	

３５ � スプリングオー �３黒鹿 ５５
５２ ▲中井 裕二栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 バンブー牧場 B４５８－１４１：４９．６１� ６０．８


４７ � ジンライムシュガー 牝４鹿 ５５ 荻野 琢真飯田総一郎氏 本間 忍 日高 千葉飯田牧場 ４４２－ ６１：４９．８１� １０１．０�
６１１ ジョビアーレ 牝３栗 ５３ 黛 弘人広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム ５２８－ ２１：５０．０１� １３．６
３４ リ ン ト ス 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲杉原 誠人林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４２８－１０ 〃 アタマ ７．１�
６１０ プリサイスファイン 牡３青鹿 ５５

５２ ▲平野 優井山 登氏 矢野 照正 新ひだか シンボリ牧場 ４８８＋ ４１：５０．４２� ４２．５�
８１４ カバリノランパンテ 牡３栗 ５５

５３ △嶋田 純次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 ４６８＋１２１：５２．０１０ ３８．７�

７１２ ヒヤマサンデー 牡３黒鹿５５ 小野寺祐太篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４９０＋ ４１：５２．１� １１１．６�
２２ � グレイトエンペラー �４鹿 ５７

５４ ▲原田 和真小川 勲氏 作田 誠二 日高 高橋牧場 B４３８－ ４１：５８．３大差 １１６．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，７８０，８００円 複勝： １７，２２９，５００円 枠連： ９，０２５，８００円

馬連： ２４，０６７，４００円 馬単： １７，１８９，８００円 ワイド： １２，１７０，５００円

３連複： ３６，１００，３００円 ３連単： ５８，６５０，１００円 計： １８６，２１４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � ２６０円 枠 連（５－８） ４１０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ６１０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ２，０２０円 ３ 連 単 ��� ７，１００円

票 数

単勝票数 計 １１７８０８ 的中 � ２７０９１（１番人気）
複勝票数 計 １７２２９５ 的中 � ３５００６（２番人気）� ３６６４５（１番人気）� １３１３６（６番人気）
枠連票数 計 ９０２５８ 的中 （５－８） １６６４０（１番人気）
馬連票数 計 ２４０６７４ 的中 �� ２７３２７（１番人気）
馬単票数 計 １７１８９８ 的中 �� １１６１３（１番人気）
ワイド票数 計 １２１７０５ 的中 �� １３７３２（１番人気）�� ４６５２（７番人気）�� ３６０２（１１番人気）
３連複票数 計 ３６１００３ 的中 ��� １３２３５（４番人気）
３連単票数 計 ５８６５０１ 的中 ��� ６１０４（７番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．２―１１．６―１３．１―１２．９―１２．６―１３．１―１２．８―１３．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―２９．７―４２．８―５５．７―１：０８．３―１：２１．４―１：３４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．７
１
３
８，１４－（３，１２）（１，９）（１３，１５）７－（６，１１）－１０（２，４）５
８（１２，９）１４（３，１５）（１３，１１）１，６－７，４，１０，５－２

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

勝馬の
紹 介

シルクパルサー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Royal Chalice デビュー ２００９．８．９ 新潟１４着

２００７．４．２０生 牡５鹿 母 スーパーブランドⅡ 母母 Popular ３１戦３勝 賞金 ４３，７５０，０００円
〔発走状況〕 プリサイスファイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレイトエンペラー号は，平成２４年１２月４日まで平地競走に出走できない。

３２０２０１１月４日 晴 良 （２４福島３）第２日 第８競走 ２，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４０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

２：３７．３
２：３７．３

良

良

８１０ マイネルメダリスト 牡４鹿 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 ４８４－ ２２：３９．８ ２．７�

６７ バンダムラディウス 牡４栃栗５７ 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４６６＋ ８２：４０．２２� ４．５�
２２ カ ム フ ィ ー 牡３黒鹿５５ 大野 拓弥清水 二朗氏 鈴木 康弘 池田 新田牧場 ４６０＋ ２２：４０．５２ ３．５�
３３ ヴェラシティ 牡４栗 ５７ 木幡 初広臼田 浩義氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４８０－ ２２：４０．７１� ３２．３�
４４ ファーマペニー 牝４鹿 ５５ 松田 大作中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４２０＋ ２２：４０．８クビ １０４．７�
１１ ヒビケジンダイコ 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹ベニバナ組合 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 ４７２＋ ２２：４１．０１� １１．４�
６６ � キャニオンシンザン 牡４栗 ５７

５４ ▲原田 和真谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ５０６＋ ８２：４１．２１� ６８．１	
８１１ ケイアイジーニアス 牡３鹿 ５５ 中舘 英二 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 ４６０＋ ４２：４１．４１� ５．９

７８ オペラオーカン 牡５黒鹿５７ 丸山 元気吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B４９２＋ ６２：４１．８２� ２４．９�
５５ エクスビート 牡４鹿 ５７

５５ △西村 太一前原 敏行氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４４６－ ６２：４１．９クビ ５９．７�
７９ ナ ド レ 牝６鹿 ５５ 黛 弘人吉橋 計氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８８－ ４ 〃 ハナ １３３．６

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，５２３，７００円 複勝： １７，２２１，２００円 枠連： ８，６４８，９００円

馬連： ２４，７８７，７００円 馬単： ２０，０４２，７００円 ワイド： １３，３４５，４００円

３連複： ３３，２４１，２００円 ３連単： ７１，０５３，１００円 計： ２００，８６３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（６－８） ５２０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，２２０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ２１０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ６５０円 ３ 連 単 ��� ３，５８０円

票 数

単勝票数 計 １２５２３７ 的中 � ３６７０５（１番人気）
複勝票数 計 １７２２１２ 的中 � ４１５９１（１番人気）� ３２０９１（３番人気）� ３３７７７（２番人気）
枠連票数 計 ８６４８９ 的中 （６－８） １２３１０（２番人気）
馬連票数 計 ２４７８７７ 的中 �� ２６３２８（２番人気）
馬単票数 計 ２００４２７ 的中 �� １２１９７（３番人気）
ワイド票数 計 １３３４５４ 的中 �� １３１３４（２番人気）�� １７２６３（１番人気）�� １３０９０（３番人気）
３連複票数 計 ３３２４１２ 的中 ��� ３８１２８（１番人気）
３連単票数 計 ７１０５３１ 的中 ��� １４６８１（５番人気）

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

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�
１３．３―２５．６―３８．６―５１．２―１：０４．２―１：１６．４―１：２８．４―１：４０．８―１：５３．１―２：０４．８―２：１６．３―２：２７．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルメダリスト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２０１０．７．２５ 新潟２着

２００８．４．１８生 牡４鹿 母 ツクバノーブル 母母 ハンキダイヤ ２１戦３勝 賞金 ６８，６４４，０００円



３２０２１１１月４日 晴 良 （２４福島３）第２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 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

１１ ハギノコメント 牡３鹿 ５５
５２ ▲横山 和生日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６－ ２１：４７．４ １５．６�

７１２ ミッキーリヒト 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８４－１２１：４７．７２ １４．４�
４６ チェルカトローバ 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４４６－ ６１：４７．８� ６２．２�
８１３ シルクエルドール 牡３栗 ５５ 松山 弘平有限会社シルク堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６－ ８１：４８．０１� ４．６�
３４ ニシノサンタロウ 牡５黒鹿５７ 丸田 恭介西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ５５８＋１０１：４８．１クビ ２９．８�
６９ メイショウリバー 牡７鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４７８－ ６１：４８．６３ ６３．３�
７１１ ミラクルフラッグ 牝５栗 ５５ 松田 大作小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B４９０－１０１：４８．７クビ ２７．４�
３３ コスモメルハバ 牡３鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二 	ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 ５０４＋ ４ 〃 クビ ３．９

８１４ ノボプロジェクト 牡５栗 ５７ 津村 明秀�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ５０８－１２ 〃 ハナ ３．６�
４５ アポロストーム 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ５０６± ０１：４８．８� ４７．０
５８ � プロジェクトブルー 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 ５１０－ ２１：４８．９� ３６９．７�
６１０ デルマエビス 牡３鹿 ５５ 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４６２－ ６ 〃 ハナ ５．３�
５７ ペガサスキングビー 牡５栃栗５７ 中舘 英二松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４８４－ ４１：５０．１７ １８．３�
２２ � セ ラ ー ナ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠グリーンスウォード 高市 圭二 新冠 対馬 正 B４６８－ ６１：５５．１大差 １８２．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，８７１，１００円 複勝： ２１，８７７，４００円 枠連： １２，３７３，４００円

馬連： ３５，２７３，３００円 馬単： ２５，２６３，３００円 ワイド： １７，５１０，５００円

３連複： ４９，９９０，７００円 ３連単： ９６，６７８，８００円 計： ２７３，８３８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５６０円 複 勝 � ５８０円 � ４７０円 � １，１２０円 枠 連（１－７） ７，３５０円

馬 連 �� ７，６９０円 馬 単 �� １４，６９０円

ワ イ ド �� ２，１６０円 �� ７，６９０円 �� ７，５５０円

３ 連 複 ��� １５５，６７０円 ３ 連 単 ��� ３２５，８００円

票 数

単勝票数 計 １４８７１１ 的中 � ７５２３（６番人気）
複勝票数 計 ２１８７７４ 的中 � １０１１６（７番人気）� １２９３９（５番人気）� ４８５２（１１番人気）
枠連票数 計 １２３７３４ 的中 （１－７） １２４３（２０番人気）
馬連票数 計 ３５２７３３ 的中 �� ３３８９（２９番人気）
馬単票数 計 ２５２６３３ 的中 �� １２７０（５５番人気）
ワイド票数 計 １７５１０５ 的中 �� ２０３４（２８番人気）�� ５５６（５９番人気）�� ５６６（５８番人気）
３連複票数 計 ４９９９０７ 的中 ��� ２３７（２０６番人気）
３連単票数 計 ９６６７８８ 的中 ��� ２１９（７４９番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．５―１１．６―１２．１―１２．４―１２．４―１３．３―１３．２―１４．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．４―３０．０―４２．１―５４．５―１：０６．９―１：２０．２―１：３３．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノコメント �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．７．２３ 京都１着

２００９．３．２１生 牡３鹿 母 ハギノフェリーチェ 母母 フ ラ ン カ １０戦２勝 賞金 ２６，５９４，０００円
〔その他〕 セラーナ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕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。

３２０２２１１月４日 晴 良 （２４福島３）第２日 第１０競走 ��１，２００�
あ い づ

会 津 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５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ５１１，０００円 １４６，０００円 ７３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１２ ケイアイユニコーン 牡３栗 ５６ 丸山 元気 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田牧場 ４８２± ０１：０８．２ ３．３�

２４ イントゥザブルー 牡３鹿 ５６ 上村 洋行木村 直樹氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４７０－１０１：０８．４１� ２．５�
２３ アルベルトバローズ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 ４８０－１２１：０８．７１� １９．８�
８１６ アースツリー 牝５栗 ５５ 荻野 琢真 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４５０－ ４１：０８．８� ３７．４�
５９ � クルージンミジー 牝３芦 ５４ 大野 拓弥吉田 和美氏 安田 隆行 米

Brian O’Rourke
& Derry Meet-
ing Farm

４８６± ０ 〃 アタマ １６．５�
７１４ アイビーフォールド 牡５鹿 ５７ 松山 弘平 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 ４６０± ０１：０８．９クビ ４４．４	
８１５ アグネスマチュア 牡３鹿 ５６ 中井 裕二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８６± ０１：０９．０� １６．３

４７ マックスストレイン 牡５栗 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４６８－ ２ 〃 ハナ ２４．９�
３５ スズカサクセス 牡５鹿 ５７ 藤懸 貴志永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４８６－ ６ 〃 ハナ ２２９．８�
６１２ トーセンマグナム 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人島川 哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B４５０± ０１：０９．１� ６．４�
６１１ クレムリンシチー 牡５栗 ５７ 高倉 稜 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム ５１８－１０１：０９．２� ６１．６�
５１０ セルリアンレッド 牡５黒鹿５７ 古川 吉洋�イクタ 梅内 忍 むかわ フラット牧場 ４７６－ ４１：０９．３� ７３．４�
３６ � ホウショウマツエ 牝５栗 ５５ 丸田 恭介芳賀 吉孝氏 藤原 辰雄 米 Green

Gates Farm ４７８－ ４ 〃 クビ １３０．４�
４８ ドナメデューサ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４６０＋１０１：０９．６１� ２６．２�
１１ 	 オンワードナスキー 牡３栗 ５６ 中舘 英二中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 ４５４－ ８１：１０．４５ ２３．１�
７１３ クリノドスコイ 
４鹿 ５７ 西田雄一郎栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 筒井 征文 ４３６＋ ６ （競走中止） ８４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５９０，６００円 複勝： ３０，９７０，９００円 枠連： １５，９２８，８００円

馬連： ５２，７１３，４００円 馬単： ３４，５３４，６００円 ワイド： ２４，１３１，９００円

３連複： ７４，８４５，８００円 ３連単： １４０，０１４，５００円 計： ３９２，７３０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ３４０円 枠 連（１－２） ３８０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ７１０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� １，６２０円 ３ 連 単 ��� ６，３２０円

票 数

単勝票数 計 １９５９０６ 的中 � ４７３４５（２番人気）
複勝票数 計 ３０９７０９ 的中 � ６３０９７（２番人気）� ８８３７５（１番人気）� １５２３２（５番人気）
枠連票数 計 １５９２８８ 的中 （１－２） ３１４１８（１番人気）
馬連票数 計 ５２７１３４ 的中 �� ９８３６８（１番人気）
馬単票数 計 ３４５３４６ 的中 �� ３１６８４（２番人気）
ワイド票数 計 ２４１３１９ 的中 �� ４１０５２（１番人気）�� ７２４４（４番人気）�� ７１７１（５番人気）
３連複票数 計 ７４８４５８ 的中 ��� ３４２３３（２番人気）
３連単票数 計１４００１４５ 的中 ��� １６３５７（７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．０―１１．１―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３３．９―４５．０―５６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイユニコーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ウォーニング デビュー ２０１１．８．２０ 小倉２着

２００９．２．２６生 牡３栗 母 ケイアイギャラリー 母母 サラトガワールド １７戦２勝 賞金 ３９，１６３，０００円
〔競走中止〕 クリノドスコイ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ブラックオーキッド号・メジロガストン号
（非抽選馬） １頭 キクカバウンダー号



３２０２３１１月４日 晴 良 （２４福島３）第２日 第１１競走 ��１，１５０�フルーツラインカップ
発走１５時２５分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
福島市長賞（１着）

賞 品
本 賞 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００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

１：０６．９
１：０６．９

良

良

６１２ スマートキャスター �７青 ５７ 丸山 元気大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４８６－１０１：０９．２ ６３．２�

１２ ヤマニンパピオネ 牝４芦 ５５ 中舘 英二土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 ４９６± ０ 〃 アタマ ２．９�
４７ ハワイアンシュガー 牡４黒鹿５７ 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 ４４４± ０１：０９．３� ２９．４�
３５ アンジュヴォレ 牝４栗 ５５ 松田 大作日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４５６－ ４ 〃 クビ １８．４�
３６ キンショーユウジャ 牡４栗 ５７ 古川 吉洋礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ５０６＋ ６１：０９．５１� ４．７�
２４ �	 レディワシントン 牝４鹿 ５５ 松山 弘平鳴戸 雄一氏 吉村 圭司 米 Yuichi Na-

ruto ４６０－ ４１：０９．８１
 ２６．０�
７１３� ナイトオブザオペラ 牝５黒鹿５５ 丸田 恭介 �オリオンファーム木村 哲也 米 Ocala

Horses, LLC ５０８＋２４１：１０．２２� １２．６	
７１４ ケ ビ ン ド ゥ 牡３栗 ５６ 木幡 初広井上 一郎氏 伊藤 大士 日高 いとう牧場 ４６８± ０１：１０．３
 ２１．６

８１６ コ ロ ナ 牝６栗 ５５ 上村 洋行下河邉 博氏 中尾 秀正 静内 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４５６± ０ 〃 ハナ １０４．５�
６１１� ワイズドリーム 牝６栗 ５５ 津村 明秀吉田 好雄氏 天間 昭一 米 Eclipse Thor-

oughbreds Inc. ４９８＋ ８１：１０．５１� ２３４．９�
４８ プリティスター 牝５栗 ５５ 嘉藤 貴行横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 新ひだか 原 光彦 ４７０＋１４１：１０．６クビ １７８．６
５９ トーセンプリモ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥島川 �哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム ５００－ ２ 〃 クビ １８．１�
８１５� アスターヒューモア 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Fairlawn

Farm ４７４± ０１：１０．７クビ １４．０�
２３ トロンプルイユ 牝５栗 ５５ 高倉 稜前田 幸治氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５２＋ ４１：１１．０１
 ３９．７�
５１０ オ ク ル ス 牝５鹿 ５５ 村田 一誠山本弥恵子氏 松永 康利 青森 明成牧場 ４５２－ ８ 〃 アタマ ３５．６�
１１ キャプテンサクラ 牝３栗 ５４ 荻野 琢真武田 茂男氏 藤沢 則雄 むかわ サイファーム ４７４－ ８１：１１．５３ ４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，６６１，８００円 複勝： ３９，４７８，１００円 枠連： ３４，４７４，５００円

馬連： １１２，８０７，０００円 馬単： ６４，５７８，８００円 ワイド： ４２，００１，８００円

３連複： １５９，９９３，９００円 ３連単： ３０２，３９７，５００円 計： ７８３，３９３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，３２０円 複 勝 � １，０４０円 � １５０円 � ６６０円 枠 連（１－６） ５，０８０円

馬 連 �� １１，３３０円 馬 単 �� ３５，３３０円

ワ イ ド �� ２，４６０円 �� ６，３２０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� ７８，５６０円 ３ 連 単 ��� ８３２，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２７６６１８ 的中 � ３４５０（１３番人気）
複勝票数 計 ３９４７８１ 的中 � ７６３３（１３番人気）� １０４０６３（１番人気）� １２５２３（１０番人気）
枠連票数 計 ３４４７４５ 的中 （１－６） ５０１７（１８番人気）
馬連票数 計１１２８０７０ 的中 �� ７３５２（３９番人気）
馬単票数 計 ６４５７８８ 的中 �� １３４９（９６番人気）
ワイド票数 計 ４２００１８ 的中 �� ４２２６（３０番人気）�� １６１０（６４番人気）�� ５６２７（２０番人気）
３連複票数 計１５９９９３９ 的中 ��� １５０３（１７６番人気）
３連単票数 計３０２３９７５ 的中 ��� ２６８（１３５２番人気）

ハロンタイム ９．３―１０．４―１１．１―１２．３―１２．４―１３．７

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．３―１９．７―３０．８―４３．１―５５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．５―３F３８．４
３ ・（１，２）（６，１４）１５（５，１０）３（８，１６）（４，９）１２（７，１３）－１１ ４ ・（１，２）（６，１４）（５，１５）－（３，１０）（８，１６）９（４，１２）（７，１３）－１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートキャスター �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００７．１１．１０ 東京６着

２００５．４．１４生 �７青 母 エアローリン 母母 ターゴワダンサー ３５戦３勝 賞金 ６１，３４７，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１３頭 アヌエヌエ号・ウエスタンレビュー号・ウネントリッヒ号・ガリレオシチー号・ギガワット号・ディアアゲイン号・

デュークワンダー号・トレボーネ号・ビップヴィットリオ号・ミチシルベ号・ミッドタウンレディ号・ユメノキズナ号・
ラヴリードリーム号

３２０２４１１月４日 晴 良 （２４福島３）第２日 第１２競走 ��２，０００�
ひ ば ら こ

檜 原 湖 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 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

４４ � アンコイルド 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-
stock LLC ４８６＋ ６１：５９．６ ２．９�

６７ スズカアンペール 牡４鹿 ５７ 松山 弘平永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４５８－１８ 〃 ハナ ５．７�
７１０ トウカイクオーレ 牡３鹿 ５５ 勝浦 正樹内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 B４４８± ０１：５９．７� １４．０�
３３ � サトノエンデバー 牡３黒鹿５３ 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 豪

Roncon, Cobra Blood-
stock Australia Pty Ltd,
Austramore Pty Ltd

４６４－ ８１：５９．８� ２０．９�
５５ � ステルミナート 牡３芦 ５５ 村田 一誠�辻牧場 田中 剛 浦河 辻 牧場 ４８２－ ４ 〃 クビ ５．９�
８１１ シルクレイノルズ 牡４青鹿５７ 丸山 元気有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０＋ ８２：００．１１� ４．２�
７９ � ブルースビスティー 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 ４５６－ ２ 〃 アタマ ４２．７	
５６ サウンドバスター 牡４鹿 ５７ 高倉 稜増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 ４８０－１２ 〃 クビ １３．５

６８ ヘリオスフィア 牡３黒鹿５５ 松田 大作岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド ４６２－ ４２：００．６３ １２３．２�
８１２ コスモユウチャン 牡３鹿 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 ４６０－ ４２：０１．０２� １２．４�
２２ � コスモアネクドート 牡３鹿 ５５ 中井 裕二 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 愛 Mogeely Stud B４５８＋１２ 〃 アタマ １５６．０
１１ コマノティブロン 牡５鹿 ５７ 中舘 英二長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ５３２＋１０２：０１．７４ ７７．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２７，１０７，４００円 複勝： ３７，４９１，３００円 枠連： １７，４１７，３００円

馬連： ６５，６３７，０００円 馬単： ４２，５２９，６００円 ワイド： ２８，３４８，２００円

３連複： ８４，４０９，９００円 ３連単： １８１，６７０，６００円 計： ４８４，６１１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � ２４０円 � ３４０円 枠 連（４－６） １，２６０円

馬 連 �� １，２３０円 馬 単 �� ２，１４０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ８３０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� ５，４８０円 ３ 連 単 ��� １９，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２７１０７４ 的中 � ７５９５１（１番人気）
複勝票数 計 ３７４９１３ 的中 � ８５４８４（１番人気）� ３８２０６（４番人気）� ２４１２４（７番人気）
枠連票数 計 １７４１７３ 的中 （４－６） １０２３７（６番人気）
馬連票数 計 ６５６３７０ 的中 �� ３９６９０（４番人気）
馬単票数 計 ４２５２９６ 的中 �� １４６８７（６番人気）
ワイド票数 計 ２８３４８２ 的中 �� １４０２１（５番人気）�� ８３９８（１０番人気）�� ４０７８（２２番人気）
３連複票数 計 ８４４０９９ 的中 ��� １１３７２（２２番人気）
３連単票数 計１８１６７０６ 的中 ��� ６７２９（６０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．８―３５．４―４８．３―１：００．８―１：１３．１―１：２４．７―１：３６．５―１：４７．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アンコイルド �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Alzao デビュー ２０１２．４．７ 阪神９着

２００９．５．１生 牡３鹿 母 Tanzania 母母 Triple Couronne ５戦２勝 賞金 １８，５３２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。

３レース目



（２４福島３）第２日 １１月４日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７１頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１６２，３７０，０００円
４，１５０，０００円
１，８３０，０００円
１４，９２０，０００円
５６，５０８，５００円
４，４４６，０００円
１，６４１，６００円

勝馬投票券売得金
１８５，０２３，９００円
２８２，６７０，９００円
１４５，０６７，６００円
４５２，９８３，２００円
３１０，７７９，１００円
２１４，２１４，３００円
６４５，０２２，７００円
１，１９８，７０８，８００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 ３，４３４，４７０，５００円

総入場人員 １１，３３４名 （有料入場人員 ８，８２９名）


