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３２０２５１１月１０日 晴 良 （２４福島３）第３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）

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

中央レコード

１：４６．３
１：４５．６

稍重

不良

５６ キンショータイム 牡２栗 ５５ 松山 弘平礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 ４７６－ ２１：４９．４ １．２�

２２ コスモデスタン 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４７０± ０１：５０．１４ ９．７�
６８ ケイアイキャンサー 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一 �啓愛義肢材料販売所 伊藤 圭三 新ひだか 松田牧場 ５１８± ０１：５０．３� ２０．４�
６９ アキレスバイオ 牡２芦 ５５ 村田 一誠バイオ� 奥平 雅士 日高 中館牧場 ４７６－ ２１：５０．６２ １７．０�
５７ アウレオーラ 牝２黒鹿５４ 黛 弘人有限会社シルク大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２＋ ２１：５０．７� ４６．５�
７１１ ホッコージョイフル 牡２鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 千代田牧場 ４５２－１８１：５０．９� ４１．３	
１１ クラウンボースロン 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦矢野 恭裕氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 ４４６± ０１：５１．５３� ５４．３

８１３ ティアサンシャイン 牝２青鹿５４ 大野 拓弥岩崎 銀一氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ ４１．２�
３３ ジーガーガーネット 牡２栗 ５５

５３ △西村 太一�ジーガー 和田 正道 新冠 須崎牧場 ４２０± ０１：５１．６クビ ２４．８�
４５ アキノライセンス 牡２鹿 ５５ 丸山 元気穐吉 正孝氏 羽月 友彦 新ひだか 松田牧場 ４８６＋ ４１：５１．９２ ３７．９
４４ マダムバタフライ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 田島 俊明 浦河 大野牧場 ４７０＋ ４１：５２．３２� ５７．０�
８１２ チ ャ ッ ピ ー 牝２鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二小田切 光氏 黒岩 陽一 浦河 木村牧場 ４８２＋ ４１：５３．０４ ９４．３�
７１０ ローアンドオーダー 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人中村 浩章氏 藤原 辰雄 様似 清水スタッド ４７４± ０１：５４．０６ １２４．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，０７０，１００円 複勝： ４１，１５３，２００円 枠連： ６，２６１，９００円

馬連： １８，８１５，６００円 馬単： １６，７６８，７００円 ワイド： １２，８８７，８００円

３連複： ３１，１６７，６００円 ３連単： ５８，４７２，８００円 計： １９６，５９７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ２９０円 枠 連（２－５） ２２０円

馬 連 �� ２６０円 馬 単 �� ３１０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ４５０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ７７０円 ３ 連 単 ��� １，６９０円

票 数

単勝票数 計 １１０７０１ 的中 � ７５４７２（１番人気）
複勝票数 計 ４１１５３２ 的中 � ２８１５８２（１番人気）� ５２５３０（２番人気）� １０９７８（５番人気）
枠連票数 計 ６２６１９ 的中 （２－５） ２１３７０（１番人気）
馬連票数 計 １８８１５６ 的中 �� ５５３６４（１番人気）
馬単票数 計 １６７６８７ 的中 �� ４１１４３（１番人気）
ワイド票数 計 １２８８７８ 的中 �� ３２５９３（１番人気）�� ５８５４（５番人気）�� ３０７０（９番人気）
３連複票数 計 ３１１６７６ 的中 ��� ２９９３５（２番人気）
３連単票数 計 ５８４７２８ 的中 ��� ２５６１３（２番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．４―１２．３―１３．２―１３．３―１２．８―１２．８―１３．１―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．４―３０．７―４３．９―５７．２―１：１０．０―１：２２．８―１：３５．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

キンショータイム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 グラスワンダー デビュー ２０１２．８．１９ 札幌７着

２０１０．４．２０生 牡２栗 母 ギンマクノヨウセイ 母母 オギティファニー ５戦１勝 賞金 ９，８００，０００円

３２０２６１１月１０日 晴 良 （２４福島３）第３日 第２競走 １，２００�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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

５１０ ティンホイッスル 牝２黒鹿５４ 丸山 元気 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム ４４６± ０１：０９．３ １６．４�

２４ ドラゴンサクラ 牝２青鹿 ５４
５１ ▲杉原 誠人大久保和夫氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３８－ ２１：０９．４� ３．２�
８１５ スーパーアース 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 B４４８－ ２１：０９．５� ９．０�
６１１ エムエフフラワー 牝２青鹿 ５４

５２ △西村 太一古屋 守朗氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 ４９２－ ４ 〃 クビ ８１．０�
２３ タ サ ジ ャ ラ 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹 K.C．タン氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム B５０８＋ ６１：０９．７１� ２３．１�
５９ スプリングカフェ 牝２黒鹿５４ 松山 弘平加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 ４６６－１０１：０９．８� ５６．７�
７１４ ホークインザブルー 牡２鹿 ５５ 津村 明秀藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 ４６８＋ ４１：１０．２２� ３．１	
６１２ シゲルトビウオザ 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 石川 栄一 ４９０＋ ４１：１０．３� １３．３

１１ バ ル ザ ッ ク 牡２鹿 ５５ 高倉 稜諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４２２－ ６１：１０．４クビ ３２．４�
８１６ フェアリーシチー 牝２芦 ５４

５１ ▲藤懸 貴志 �友駿ホースクラブ 清水 出美 新ひだか 幌村牧場 ４５２± ０ 〃 クビ １７９．０
３５ トーセンデイゴ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４０８－１０１：１０．５クビ １１１．１�
４７ ダイメイホーム 牡２栗 ５５ 西田雄一郎宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 梅田牧場 ４９２＋ ２１：１０．６� ２０６．５�
３６ ダイキチサブロウ 牡２栗 ５５ 古川 吉洋西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 ４７８＋ ２１：１０．８１� ５．９�
４８ タイキシャーリー 牝２栗 ５４ 大野 拓弥�大樹ファーム 伊藤 圭三 大樹 大樹ファーム ４４８－ ４１：１１．５４ ３４．６�
７１３ ボストンビリーヴ 牝２栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７０－ ２１：１１．６� ２０．３�
１２ スナークモーション 牝２鹿 ５４ 荻野 琢真杉本 豊氏 嶋田 潤 新ひだか 見上牧場 ４５２± ０ （競走中止） ３８４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，４０３，７００円 複勝： １６，００７，８００円 枠連： ５，７７７，６００円

馬連： １８，７１９，２００円 馬単： １４，０１７，５００円 ワイド： １０，３８１，７００円

３連複： ２８，５８５，７００円 ３連単： ４６，０８１，１００円 計： １４８，９７４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６４０円 複 勝 � ４３０円 � １７０円 � ３６０円 枠 連（２－５） １，７７０円

馬 連 �� ２，８００円 馬 単 �� ６，５４０円

ワ イ ド �� ９００円 �� ２，５１０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� １０，６７０円 ３ 連 単 ��� ８６，９８０円

票 数

単勝票数 計 ９４０３７ 的中 � ４５３９（６番人気）
複勝票数 計 １６００７８ 的中 � ８３２５（６番人気）� ３２８５５（２番人気）� １０４７６（５番人気）
枠連票数 計 ５７７７６ 的中 （２－５） ２４１９（９番人気）
馬連票数 計 １８７１９２ 的中 �� ４９４２（１２番人気）
馬単票数 計 １４０１７５ 的中 �� １５８３（２６番人気）
ワイド票数 計 １０３８１７ 的中 �� ２８８１（１０番人気）�� ９７８（２９番人気）�� ３３５４（７番人気）
３連複票数 計 ２８５８５７ 的中 ��� １９７８（３５番人気）
３連単票数 計 ４６０８１１ 的中 ��� ３９１（２５８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．４―１０．８―１１．６―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．７―３３．５―４５．１―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティンホイッスル �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 ステイゴールド デビュー ２０１２．７．７ 函館３着

２０１０．４．２０生 牝２黒鹿 母 トップキララ 母母 ヒシスイフト ５戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔競走中止〕 スナークモーション号は，競走中に疾病〔右手根骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

第３回 福島競馬 第３日



３２０２７１１月１０日 曇 良 （２４福島３）第３日 第３競走 １，８００�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

１：４８．５
１：４６．４

良

良

４８ タガノバスター 牡２栗 ５５ 松田 大作八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４６０± ０１：４８．６ ３８．１�

３６ ミシシッピデルタ 牡２芦 ５５ 柴山 雄一難波 経雄氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：４８．８１� １９．５�
２４ スギノハルバード 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 ４６２± ０ 〃 クビ １２．９�
５９ テイエムレンジャー 牡２鹿 ５５ 高倉 稜竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 ４８０＋ ６１：４９．０１� ７．１�
２３ フューチャステップ 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦嶋田 賢氏 池江 泰寿 日高 シンコーファーム ４５４－ ６ 〃 アタマ ２．８�
１２ テワヒポウナム 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム ４２８－ ２ 〃 ハナ ５２．０�
６１２ セラミックアート 牝２栗 ５４ 丹内 祐次森山 進氏 本間 忍 千歳 社台ファーム ４７０－ ４１：４９．１� ３１．０	
５１０ マイネルカミカゼ 牡２黒鹿５５ 津村 明秀 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 畔高牧場 ４４２＋ ２１：４９．２クビ＋� ４９．０�
４７ ケイアイリーラ 牝２鹿 ５４

５２ △嶋田 純次 
啓愛義肢材料販売所 和田正一郎 浦河 富田牧場 ４５２＋ ２１：４９．６２� ８１．２�
７１３ コスモロックダンス 牡２鹿 ５５ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 新ひだか 由利 徳之 ４４８－ ２１：４９．８１� １５１．０
８１５ トウショウギブリ 牡２黒鹿５５ 黛 弘人トウショウ産業
 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８６－ ２１：５０．０１� １１２．４�
６１１ コスモパレード 牡２栗 ５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 日高 藤本ファーム ４３４＋ ４１：５１．０６ ２７５．９�
７１４ フェートグランド 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人 �社台レースホース武藤 善則 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４＋ ２ 〃 クビ ２．５�
３５ キングデザイヤー 牡２黒鹿５５ 松山 弘平山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 佐竹 学 ４９８－ ２１：５１．２１� ５４．４�
１１ ラフルネーズ 牝２栗 ５４ 丸山 元気栗坂 崇氏 伊藤 伸一 浦河 中神牧場 ４７４＋ ４１：５３．０大差 ２６．６�
８１６ マイネルオードビー 牡２芦 ５５

５２ ▲中井 裕二 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新ひだか 松本牧場 ４４４± ０ （降着） ２９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，７７８，５００円 複勝： ２４，９２９，９００円 枠連： ７，９３５，１００円

馬連： ２１，８８２，１００円 馬単： １６，３９３，８００円 ワイド： １３，０６０，１００円

３連複： ３３，０１４，９００円 ３連単： ５１，３６９，０００円 計： １８１，３６３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，８１０円 複 勝 � １，０６０円 � ７１０円 � ３７０円 枠 連（３－４） １０，１２０円

馬 連 �� ２４，８１０円 馬 単 �� ５６，８１０円

ワ イ ド �� ６，６７０円 �� ３，７４０円 �� ２，９４０円

３ 連 複 ��� ８１，７７０円 ３ 連 単 ��� ６３１，８４０円

票 数

単勝票数 計 １２７７８５ 的中 � ２６４４（９番人気）
複勝票数 計 ２４９２９９ 的中 � ５８０９（１０番人気）� ９０８６（６番人気）� １９７１８（４番人気）
枠連票数 計 ７９３５１ 的中 （３－４） ５７９（２３番人気）
馬連票数 計 ２１８８２１ 的中 �� ６５１（４７番人気）
馬単票数 計 １６３９３８ 的中 �� ２１３（１０２番人気）
ワイド票数 計 １３０６０１ 的中 �� ４７８（５２番人気）�� ８６０（３５番人気）�� １１０２（３１番人気）
３連複票数 計 ３３０１４９ 的中 ��� ２９８（１６３番人気）
３連単票数 計 ５１３６９０ 的中 ��� ６０（１０８２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．５―１１．９―１２．６―１２．４―１２．２―１１．９―１１．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．０―３４．９―４７．５―５９．９―１：１２．１―１：２４．０―１：３５．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノバスター �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１２．８．５ 小倉７着

２０１０．２．２３生 牡２栗 母 ワイルドエキサイト 母母 ソロシンガー ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔降着〕 マイネルオードビー号は，８位〔タイム１分４９秒１，着差クビ〕に入線したが，１コーナーで急に内側に斜行して「ラフルネーズ」号，

「フューチャステップ」号および「キングデザイヤー」号の走行を妨害したため１６着に降着。（その他２番・１３番・１４番・１０番・１５
番への進路影響）

〔制裁〕 マイネルオードビー号の騎手中井裕二は，１コーナーで急に内側に斜行したことについて平成２４年１１月１７日から平成２４年
１１月２５日まで騎乗停止。

〔その他〕 ラフルネーズ号は，１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。

３２０２８１１月１０日 曇 良 （２４福島３）第３日 第４競走 １，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時１０分 （芝・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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

３６ サニーヘイロー 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４６４－ ６１：０８．７ ５．０�

６１２ ミラクルピッチ 牝３黒鹿５４ 丸山 元気松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか 土居 忠吉 ４５６＋ ６１：０８．８� ６．０�
７１４ レディオブパーシャ 牝４栗 ５５ 古川 吉洋 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７６＋ ６ 〃 ハナ ４．４�
５９ ミ ス ネ バ ー 牝３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４６８＋ ６ 〃 クビ １９．０�
１２ � ブラックオーキッド 牝４青鹿 ５５

５２ ▲原田 和真山上 和良氏 堀井 雅広 浦河 カナイシスタッド ４５８＋ ８ 〃 ハナ １８．７�
６１１ メイショウアキシノ 牝３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 ４４２－ ４１：０８．９� １３１．６�
８１６ ノ ア ノ ア 牝４芦 ５５ 松田 大作M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 ５０２＋ ６１：０９．０クビ ２４．４�
４７ ツーオブアス 牝３黒鹿 ５４

５２ △西村 太一	前川企画 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２ 〃 クビ ７．３

７１３ グラントリノ 牝３栗 ５４ 村田 一誠加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４３０＋ ６ 〃 ハナ ５４．８�
４８ � トルピドトウショウ 牝４鹿 ５５ 松山 弘平トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ ３２．５
２４ トップスカーレット 牝３栗 ５４ 川須 栄彦林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４５８＋１０１：０９．３２ １０．２�
３５ ケイティーズジェム 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人 	キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ６１：０９．６１� ５．３�
２３ � エレガンテココ 牝４青 ５５ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 城地 清満 ４３０－ ５ 〃 クビ ３８．７�
１１ � バージンロード 牝３鹿 ５４ 荻野 要泉 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 坂本牧場 B４６４＋ ６ 〃 ハナ ２９４．１�
５１０ システーナブルー 牝４青鹿 ５５

５２ ▲長岡 禎仁 �ブルーマネジメント武 宏平 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４３２－１４１：０９．８１� １６１．６�

８１５� サクラエボル 牝４栗 ５５
５２ ▲藤懸 貴志�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４６４－ ８１：１０．１２ １４３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，６５０，４００円 複勝： １９，９２５，３００円 枠連： ８，６３２，４００円

馬連： ２３，１９８，７００円 馬単： １６，７２１，９００円 ワイド： １２，５４７，１００円

３連複： ３４，２０５，５００円 ３連単： ５３，０６７，１００円 計： １８０，９４８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � １４０円 枠 連（３－６） ９１０円

馬 連 �� １，３６０円 馬 単 �� ２，７１０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ３６０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，８４０円 ３ 連 単 ��� １１，６８０円

票 数

単勝票数 計 １２６５０４ 的中 � ２００８６（２番人気）
複勝票数 計 １９９２５３ 的中 � ３８４０４（２番人気）� ２４６０８（３番人気）� ４２３１６（１番人気）
枠連票数 計 ８６３２４ 的中 （３－６） ７０６８（２番人気）
馬連票数 計 ２３１９８７ 的中 �� １２６１６（２番人気）
馬単票数 計 １６７２１９ 的中 �� ４５６８（４番人気）
ワイド票数 計 １２５４７１ 的中 �� ６６３９（２番人気）�� ９１０６（１番人気）�� ５９１４（３番人気）
３連複票数 計 ３４２０５５ 的中 ��� １３７４４（１番人気）
３連単票数 計 ５３０６７１ 的中 ��� ３３５４（５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．２―１１．５―１１．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．０―４５．５―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サニーヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．７．１８ 新潟３着

２００８．３．１０生 牝４栗 母 サニークラッシック 母母 サニースイフト ２３戦２勝 賞金 ２４，８４０，０００円
〔制裁〕 メイショウアキシノ号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）



３２０２９１１月１０日 曇 良 （２４福島３）第３日 第５競走 ２，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時４０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

２：３０．２
２：２８．６

重

不良

６１２ タツグレート 牡３栗 ５５ 丸田 恭介鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４５０＋ ２２：３７．０ ５．４�

３５ アズマリュウセイ 牡３黒鹿５５ 鮫島 良太東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４９０± ０２：３７．２１� １１．５�
５９ シベリアンファクト 牡５栗 ５７ 丸山 元気藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４８４－ ２２：３７．９４ １７．４�
８１６ モ ネ ロ 牡３鹿 ５５ 古川 吉洋上野 直樹氏 保田 一隆 日高 浦新 徳司 B４５０± ０２：３８．０� ３．３�
７１４ タイソンバローズ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８２± ０ 〃 ハナ １６．７�
５１０ レットミーノー 牡４鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二石瀬 浩三氏 領家 政蔵 新冠 ムラカミファーム B４７０＋ ２２：３８．４２� ６．１�
２３ オズフェスト 牡４芦 ５７ 柴山 雄一�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 小島牧場 ５０８± ０ 〃 クビ １２．３	
４７ グッドスピード 牡４栗 ５７

５４ ▲中井 裕二
ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４７０＋ ２２：３８．６１� ９．０�
１２ ヴ ェ イ ロ ン 牡４栗 ５７ 松山 弘平前田 幸治氏 吉村 圭司 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋ ２２：３８．７クビ １２．０�
７１３ ジェットブリット 牡３黒鹿５５ 吉田 隼人
G１レーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム ５６０＋１１ 〃 クビ ２３．２
２４ � シンボリルアーブル �５黒鹿５７ 中舘 英二シンボリ牧場 奥平 雅士 新ひだか シンボリ牧場 ５０２－ ４２：３９．２３ １４９．８�
１１ ドラゴンソニック 牝５青鹿５５ 黛 弘人窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８＋ ４２：３９．４� ５７．９�
４８ � エルドラゴン 牡４鹿 ５７ 津村 明秀ザ・チャンピオンズ 高木 登 新ひだか 田中 裕之 ５０２－ ２２：３９．９３ ３１．３�
３６ � エイコオレジェンド 牡５黒鹿５７ 中谷 雄太井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 萩澤 泰博 B４９６＋１０２：４０．０� ５８．７�
８１５� ワンダーダーク 牡５鹿 ５７ 田中 博康山本 信行氏 羽月 友彦 日高 天羽 禮治 ４６０＋１８２：４１．０６ ４４５．９�
６１１ メルシーエイタイム 牡１０鹿 ５７

５４ ▲横山 和生永井 康郎氏 武 宏平 静内 田中 裕之 ４７２－ ４ 〃 アタマ １７８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，７８６，２００円 複勝： ２０，６６９，５００円 枠連： ８，９１８，６００円

馬連： ２３，１７９，０００円 馬単： １５，９３０，２００円 ワイド： １４，０４５，７００円

３連複： ３６，３８６，３００円 ３連単： ５３，２５７，０００円 計： １８５，１７２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２３０円 � ３４０円 � ３００円 枠 連（３－６） ２，６８０円

馬 連 �� ３，０８０円 馬 単 �� ６，２５０円

ワ イ ド �� ９９０円 �� １，４３０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� １５，３８０円 ３ 連 単 ��� ７４，８７０円

票 数

単勝票数 計 １２７８６２ 的中 � １８６７６（２番人気）
複勝票数 計 ２０６６９５ 的中 � ２５９２６（３番人気）� １５５１５（５番人気）� １７５８４（４番人気）
枠連票数 計 ８９１８６ 的中 （３－６） ２４５８（１５番人気）
馬連票数 計 ２３１７９０ 的中 �� ５５７２（１２番人気）
馬単票数 計 １５９３０２ 的中 �� １８８４（２４番人気）
ワイド票数 計 １４０４５７ 的中 �� ３５３０（９番人気）�� ２３９５（１８番人気）�� ３２８４（１１番人気）
３連複票数 計 ３６３８６３ 的中 ��� １７４６（６６番人気）
３連単票数 計 ５３２５７０ 的中 ��� ５２５（２５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．５―２５．４―３８．０―５１．１―１：０５．１―１：１９．２―１：３３．２―１：４６．６―１：５８．８―２：１１．３―２：２３．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

タツグレート �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エルセニョール デビュー ２０１２．１．１４ 小倉７着

２００９．３．２８生 牡３栗 母 ユウサンポリッシュ 母母 エルゼビアー １２戦１勝 賞金 １４，６６０，０００円
※タツグレート号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

３２０３０１１月１０日 曇 良 （２４福島３）第３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）

若手騎手，５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

５９ トップフライアー 牡３青鹿 ５６
５３ ▲横山 和生井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 ４８６± ０１：０８．３ １１．５�

６１１ トーセンナスクラ 牡４黒鹿５７ 荻野 琢真島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム ４７０－ ４１：０８．６１� ３．９�

４８ アスコットシチー 牡３栗 ５６
５３ ▲菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 ４５６－ ２１：０８．８１� ３．４�

６１２� ゴールドディガー 牡４栗 ５７
５４ ▲藤懸 貴志加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 タバタファーム ４７０－ ４１：０９．３３ １６．５�

７１４ シャトルアップ 牡４栗 ５７
５４ ▲杉原 誠人広尾レース� 藤沢 和雄 様似 清水スタッド ５１６－ ４１：０９．６２ ７．５�

２３ ノボシャンパーニュ 牝５栗 ５５
５２ ▲原田 和真�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 B５２０－ ６１：０９．８１� ４７．８	

３５ キンショーキラ 牝３栗 ５４
５１ ▲中井 裕二礒野日出夫氏 中村 均 浦河 鎌田 正嗣 ４８４－ ６１：０９．９� １２．１


１１ アップターン 牡４栗 ５７
５４ ▲山崎 亮誠島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４８０＋ ２１：１０．０� ５６．９�

１２ デイブレイク 牡４鹿 ５７
５５ △嶋田 純次�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４８８＋ ２ 〃 クビ １８．６

３６ キンシツーストン 牡３鹿 ５６ 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 様似 ホウセイ牧場 ４８８＋２４１：１０．１� １２０．０�
４７ カプリースレディー 牝４鹿 ５５

５２ ▲平野 優 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４２２± ０１：１０．３１� ３２８．４�
８１６ アイアムネフライト 牝３栗 ５４ 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２ 〃 アタマ ６．１�
５１０� リバーチケット 牡３栗 ５６ 伊藤 工真河越 武治氏 作田 誠二 浦河 日向牧場 ４２６＋ １ 〃 アタマ １５５．３�
７１３� ゴールドシオン 牡４鹿 ５７

５４ ▲高嶋 活士井上 久光氏 柴田 政人 新冠 八木 明広 ４８６＋ ２１：１０．５１� ２２３．０�
２４ メイショウオハツ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４８２－１２１：１０．８１� １６．３�
８１５ レアプラチナ 牝３鹿 ５４

５２ △西村 太一松田 整二氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４５２＋ ６１：１０．９� １０６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，５４２，４００円 複勝： １９，３１０，８００円 枠連： ７，８１３，３００円

馬連： ２２，４５０，８００円 馬単： １５，１２５，５００円 ワイド： １１，８６５，５００円

３連複： ３２，５２９，５００円 ３連単： ５１，５５７，３００円 計： １７２，１９５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � ２９０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（５－６） １，５００円

馬 連 �� １，９６０円 馬 単 �� ４，７２０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ６５０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ２，１２０円 ３ 連 単 ��� １７，３４０円

票 数

単勝票数 計 １１５４２４ 的中 � ７９６９（５番人気）
複勝票数 計 １９３１０８ 的中 � １３５８４（６番人気）� ３８６３６（１番人気）� ３７１０７（２番人気）
枠連票数 計 ７８１３３ 的中 （５－６） ３８６５（６番人気）
馬連票数 計 ２２４５０８ 的中 �� ８４８５（７番人気）
馬単票数 計 １５１２５５ 的中 �� ２３６７（１７番人気）
ワイド票数 計 １１８６５５ 的中 �� ４２２３（６番人気）�� ４１８８（７番人気）�� １２３１８（１番人気）
３連複票数 計 ３２５２９５ 的中 ��� １１３５４（３番人気）
３連単票数 計 ５１５５７３ 的中 ��� ２１９５（３４番人気）

ハロンタイム ９．６―１０．６―１１．３―１１．７―１２．０―１３．１

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．６―２０．２―３１．５―４３．２―５５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップフライアー �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 グラスワンダー デビュー ２０１１．８．２０ 新潟２着

２００９．５．１７生 牡３青鹿 母 シングフォアジョイ 母母 シルバージョイ １３戦２勝 賞金 ２１，８５０，０００円



３２０３１１１月１０日 曇 良 （２４福島３）第３日 第７競走 １，８００�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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 ８３５，０００
８３５，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

７１４ インプレッシヴデイ 牡５芦 ５７ 勝浦 正樹藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ５１６＋ ２１：４７．６ １５．８�

１１ � キングロンシャープ 牡４栗 ５７ 大野 拓弥小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 ４７２± ０１：４７．７� ５１．３�
６１１ コスモラングデン 牝４芦 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 小島牧場 B５０４－１０１：４７．８� ４６．４�
１２ シャドウライフ 牝３黒鹿５３ 吉田 隼人飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４４－ ６ 〃 アタマ ２０．７�
２３ ロジサンデー 牡３鹿 ５５ 丸山 元気久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 ４６０－ ４ 〃 同着 １．５�
５１０ リアルフレア 牡３栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４５２－ ６ 〃 アタマ １５．１�
４７ テイケイフロックス 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲菱田 裕二兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ５００－ ４１：４８．０� １３．６	
２４ ラスカルトップ 牡３鹿 ５５ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４４８－ ４１：４８．１� ２６．８

８１６ ゴールウェイ 牝３鹿 ５３ 柴山 雄一吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 ４４６＋ ２１：４８．４１� ３４．７�
６１２� トウショウレイザー 牡４鹿 ５７ 黛 弘人トウショウ産業� 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６２－ ４ 〃 ハナ ５４．２
３６ メイショウヨウドウ �４黒鹿５７ 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 ４６８－ ２１：４８．５� ３２．６�
７１３ シンゼンレンジャー 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ
ナル牧場 ４７０－１４１：４８．７� １１．７�

５９ キタサンテンニョ 牝３黒鹿５３ 古川 吉洋�大野商事 鹿戸 明 新冠 �渡 信義 ４５０± ０ 〃 クビ ２５．２�
４８ � プレミアムカード �４鹿 ５７ 津村 明秀青芝商事� 清水 英克 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ２１：４８．８クビ ３１．６�
８１５ キボウダクリチャン 牝３栗 ５３ 村田 一誠栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 ４５６＋ ２１：４９．４３� ３４４．８�
３５ � ブラックアース 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲横山 和生�野 葉子氏 小西 一男 新冠 中央牧場 ５０８＋１４１：５０．５７ ４１６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，５７５，８００円 複勝： ２６，３８８，３００円 枠連： ９，４１７，１００円

馬連： ２４，５６９，７００円 馬単： ２０，５８２，６００円 ワイド： １５，２４７，３００円

３連複： ３５，０１４，７００円 ３連単： ６７，９７８，１００円 計： ２１４，７７３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ４１０円 � １，３３０円 � ８００円 枠 連（１－７） ３，１９０円

馬 連 �� １９，８２０円 馬 単 �� ４１，５１０円

ワ イ ド �� ４，５３０円 �� ３，４００円 �� ７，０３０円

３ 連 複 ��� １１１，３９０円 ３ 連 単 ��� ５２２，５９０円

票 数

単勝票数 計 １５５７５８ 的中 � ７８１４（５番人気）
複勝票数 計 ２６３８８３ 的中 � １８７９９（３番人気）� ４９１８（１３番人気）� ８５６５（９番人気）
枠連票数 計 ９４１７１ 的中 （１－７） ２１８４（１２番人気）
馬連票数 計 ２４５６９７ 的中 �� ９１５（５０番人気）
馬単票数 計 ２０５８２６ 的中 �� ３６６（８９番人気）
ワイド票数 計 １５２４７３ 的中 �� ８２９（４４番人気）�� １１１１（３３番人気）�� ５３１（７８番人気）
３連複票数 計 ３５０１４７ 的中 ��� ２３２（２３６番人気）
３連単票数 計 ６７９７８１ 的中 ��� ９６（９７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．９―３６．３―４８．６―１：００．６―１：１２．０―１：２３．４―１：３５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

インプレッシヴデイ �
�
父 アポインテッドデイ �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー ２００９．１０．２４ 京都１着

２００７．６．４生 牡５芦 母 マルターズマグピー 母母 With Cheer ２６戦２勝 賞金 ３５，６９０，０００円

３２０３２１１月１０日 曇 良 （２４福島３）第３日 第８競走 １，２００�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５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４７ ブルーピアス 牝３栗 ５４
５１ ▲中井 裕二田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 ４４０－ ４１：０８．３ ２８．２�

８１６ サウスビクトル 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 ４５８＋ ４１：０８．６２ ６．４�
３６ ジャストザブレイン 牡３鹿 ５６ 松田 大作ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 浦河 有限会社

吉田ファーム ４５８＋ ４１：０８．７� ６．８�
６１２ ヤマニンカヴァリエ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 ５０６± ０１：０８．８クビ ３．９�
５９ ブルースター 牡４栗 ５７ 中谷 雄太 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４６６＋ ２１：０９．０１� １２４．１�
２３ デイジーバローズ 牝３栗 ５４ 古川 吉洋猪熊 広次氏 武田 博 浦河 有限会社

吉田ファーム ４５０± ０ 〃 アタマ １８．７�
７１４ ブリージーデイズ 牡５栗 ５７ 村田 一誠 	グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム B４９８－ ４ 〃 クビ ６．５

２４ メジロガストン 牡７青鹿５７ 黛 弘人岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B５００＋ ６１：０９．１� ８５．５�
６１１ クラウンフィデリオ 牡４栗 ５７ 中舘 英二矢野 悦三氏 天間 昭一 浦河 中島牧場 B４７８± ０１：０９．２� ６．４�
４８ ユキノラムセス 牡５栗 ５７ 西田雄一郎井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム ４８４－ ４ 〃 アタマ ５０．２
７１３ アズマスターフィー 牡３黒鹿５６ 津村 明秀東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 B４７６＋ ４１：０９．３� ９．８�
３５ カネトシカトリーヌ 牝３鹿 ５４ 松山 弘平兼松 利男氏 日吉 正和 新ひだか 田上 稔 ４４０± ０１：０９．５� ２１．３�
１２ シゲルドリアン 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥森中 蕃氏 松山 将樹 日高 中前牧場 ４５８－ ２ 〃 ハナ １２．１�
８１５ ピアノボレロ 牝５鹿 ５５ 荻野 琢真谷掛 龍夫氏 嶋田 潤 新ひだか 片山牧場 ４２６－ ６１：０９．８１� ８５．１�
１１ � フェイクグローリー 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人山上 和良氏 和田 正道 浦河 不二牧場 B４９２＋１２１：０９．９� １１１．９�
５１０� スタニングミノル 牡４青鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二吉岡 實氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ５０２＋ ６１：１０．８５ ２２５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，００１，９００円 複勝： １７，２０９，４００円 枠連： ８，９５５，２００円

馬連： ２２，６２０，８００円 馬単： １５，８７８，５００円 ワイド： １２，７３９，４００円

３連複： ３２，４０６，８００円 ３連単： ５２，５４８，３００円 計： １７３，３６０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８２０円 複 勝 � ７７０円 � ２６０円 � ２３０円 枠 連（４－８） ７，２８０円

馬 連 �� ８，７６０円 馬 単 �� ２６，４００円

ワ イ ド �� ２，７８０円 �� ３，７１０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ２３，２９０円 ３ 連 単 ��� ２２６，７９０円

票 数

単勝票数 計 １１００１９ 的中 � ３０８３（１０番人気）
複勝票数 計 １７２０９４ 的中 � ４９０２（９番人気）� １８７１６（５番人気）� ２１９９９（３番人気）
枠連票数 計 ８９５５２ 的中 （４－８） ９０８（２２番人気）
馬連票数 計 ２２６２０８ 的中 �� １９０７（３４番人気）
馬単票数 計 １５８７８５ 的中 �� ４４４（８２番人気）
ワイド票数 計 １２７３９４ 的中 �� １１２１（３４番人気）�� ８３３（４１番人気）�� ２４５５（１９番人気）
３連複票数 計 ３２４０６８ 的中 ��� １０２７（８１番人気）
３連単票数 計 ５２５４８３ 的中 ��� １７１（６９６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１０．８―１１．２―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．４―４４．６―５６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーピアス �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 ラツキーソブリン デビュー ２０１１．１１．２６ 東京５着

２００９．２．８生 牝３栗 母 フジノバンナ 母母 オギサテンドール １２戦１勝 賞金 ９，４２０，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔発走状況〕 ジャストザブレイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ジャストザブレイン号は，平成２４年１１月１１日から平成２４年１２月１０日まで出走停止。停止期間の満

了後に開催競馬場で発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ゴールデンウィナー号



３２０３３１１月１０日 曇 良 （２４福島３）第３日 第９競走 １，１５０�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５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

１２ ドリームコメット 牡３栗 ５６ 中舘 英二セゾンレースホース� 尾関 知人 新冠 パカパカ
ファーム ４８２＋１８１：０９．３ ６．０�

１１ ディアイレイザー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 高松牧場 B４７４± ０ 〃 ハナ ２．４�
８１５ マサノボラーレビア 牡３鹿 ５６ 丸山 元気中村 時子氏 高野 友和 日高 道見牧場 ５２０－ ４１：０９．５１� ５．２�
４８ モアザンストーム �６青鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人 �サンデーレーシング 古賀 史生 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ４７２± ０ 〃 アタマ ９４．５�

４７ ビッグヒーロー 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム ４９８－ ８１：０９．６� ６．３�
６１１ エアカーネリアン 牡４黒鹿５７ 松田 大作 �ラッキーフィールド吉村 圭司 平取 稲原牧場 ４８８－ ２ 〃 ハナ １３．９	
６１２ ナリタキャッツアイ 牡４鹿 ５７ 松山 弘平�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 ４８６－ ８ 〃 クビ １７．７

２３ オ ー パ ル ス 牡４芦 ５７ 高倉 稜広尾レース� 黒岩 陽一 新ひだか 大典牧場 ５０２＋ ８１：０９．７� １５７．５�
３５ � アークペガサス 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 ５１０＋ ２１：０９．９� ９７．８�
５１０ カシノチョッパー 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 ４６４－１６ 〃 クビ ９９．４
５９ リュウシンヒーロー 牡４鹿 ５７

５５ △嶋田 純次桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２１：１０．０� ８２．１�
８１６ テイエムチャンス 牡３黒鹿５６ 荻野 琢真竹園 正繼氏 木原 一良 平取 北島牧場 ４６２± ０１：１０．４２� ４１．２�
７１３ ファンデルワールス �３鹿 ５６ 上野 翔 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム ４８８－１０ 〃 ハナ ３２．３�
３６ アラビアンマジック 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 ４６０－ ８１：１０．６１� １６．１�
２４ ジ ョ ー ジ ズ 牡４鹿 ５７

５４ ▲横山 和生吉田 和美氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 ５２６＋ ８１：１１．０２� ６９．２�
７１４ フォースチャンス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志寺田 秀樹氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５００－ １１：１１．７４ ２５４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７３０，５００円 複勝： ２１，８８７，８００円 枠連： １０，５２１，８００円

馬連： ２９，７５４，５００円 馬単： ２２，０５３，５００円 ワイド： １５，３９３，１００円

３連複： ４２，９７９，１００円 ３連単： ８１，８７２，１００円 計： ２３９，１９２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（１－１） ８５０円

馬 連 �� ８６０円 馬 単 �� １，７６０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ６７０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，７４０円 ３ 連 単 ��� １１，１００円

票 数

単勝票数 計 １４７３０５ 的中 � １９５５６（３番人気）
複勝票数 計 ２１８８７８ 的中 � ２６４６８（４番人気）� ６６２１９（１番人気）� ３０８５８（２番人気）
枠連票数 計 １０５２１８ 的中 （１－１） ９１９２（４番人気）
馬連票数 計 ２９７５４５ 的中 �� ２５６７３（３番人気）
馬単票数 計 ２２０５３５ 的中 �� ９２９６（４番人気）
ワイド票数 計 １５３９３１ 的中 �� １２９９７（２番人気）�� ５１４１（７番人気）�� １２３８１（３番人気）
３連複票数 計 ４２９７９１ 的中 ��� １８２４５（３番人気）
３連単票数 計 ８１８７２１ 的中 ��� ５４４６（２１番人気）

ハロンタイム ９．４―１０．７―１１．２―１１．９―１２．３―１３．８

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．４―２０．１―３１．３―４３．２―５５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３８．０
３ ２（６，８）（４，１５）（７，１１，１６）（３，１３）（５，９，１２）１－１０，１４ ４ ２（６，８）（７，１５）（４，１１）（３，１６）（５，９，１３）（１，１２）１０，１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームコメット �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Fabulous Dancer デビュー ２０１１．９．１８ 中山２着

２００９．４．２生 牡３栗 母 ゲイロレンヌ 母母 Gay Spring ５戦２勝 賞金 １７，６００，０００円

３２０３４１１月１０日 曇 良 （２４福島３）第３日 第１０競走 ２，０００�
み は る こ ま

三 春 駒 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 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

３５ ミッキーレモン 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム ４８２－ ４２：０１．６ １１．１�

６１０ ウィケットキーパー 牝３鹿 ５３ 吉田 隼人吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４２６－ ６ 〃 ハナ ３．８�
７１３ パッシフローラ 牝３鹿 ５３ 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 ４２４＋ ８ 〃 クビ ５．７�
４７ セ ミ ニ ョ ン 牝４鹿 ５５ 津村 明秀伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 ４５６－ ４２：０１．９１� ８．５�
５８ フラゴリーネ 牝３鹿 ５３ 川須 栄彦 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４３４－１０２：０２．０� ５．９�
４６ インダクティ 牝４黒鹿５５ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ３９８＋ ２２：０２．１クビ １３．９�
８１５ ラミアプリマベーラ 牝３栗 ５３ 藤懸 貴志岡田 壮史氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４３０－ ６ 〃 ハナ ６６．５	
３４ フローリストライフ 牝５鹿 ５５ 黛 弘人難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４６－ ２２：０２．２� ５２．３

５９ ミサソレムニス 牝３栗 ５３ 松山 弘平吉田 和美氏 高野 友和 洞爺湖 メジロ牧場 ４２６＋ ６ 〃 クビ ２８．４�
１１ マイネキャスリーン 牝３黒鹿５３ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４７６－１２２：０２．３クビ １６．９
２３ マコトサンパギータ 牝４栗 ５５ 中舘 英二眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 B４７０－ ２２：０２．４� ５．６�
６１１ ショウナンマハ 牝４黒鹿５５ 松田 大作�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム ４５２± ０２：０２．６１� ２１．５�
２２ リッカメルド 牝８黒鹿５５ 大野 拓弥立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 中島 俊明 ４５８－ ６２：０３．０２� １６４．１�
７１２� マライアレジーナ 牝３鹿 ５３ 伊藤 工真北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４４４－ ２２：０３．１クビ ３１４．５�
８１４ セイルアゲン 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹浅川 皓司氏 中野 栄治 新冠 対馬 正 ４６０＋ ２２：０３．２� ２２９．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，７２０，３００円 複勝： ２６，２６８，３００円 枠連： １１，８８８，７００円

馬連： ３９，７８９，０００円 馬単： ２５，６０９，９００円 ワイド： １８，７０６，２００円

３連複： ５５，７９６，３００円 ３連単： １０２，２２４，７００円 計： ２９６，００３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１１０円 複 勝 � ２７０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（３－６） １，４７０円

馬 連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ４，８４０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� ８４０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ３，４９０円 ３ 連 単 ��� ２６，０８０円

票 数

単勝票数 計 １５７２０３ 的中 � １１１６２（６番人気）
複勝票数 計 ２６２６８３ 的中 � ２０５１７（６番人気）� ６１３０２（１番人気）� ３６６００（２番人気）
枠連票数 計 １１８８８７ 的中 （３－６） ６００１（７番人気）
馬連票数 計 ３９７８９０ 的中 �� １４３２４（８番人気）
馬単票数 計 ２５６０９９ 的中 �� ３９０７（２０番人気）
ワイド票数 計 １８７０６２ 的中 �� ６０３３（８番人気）�� ５２８０（９番人気）�� １１７２９（２番人気）
３連複票数 計 ５５７９６３ 的中 ��� １１８０６（５番人気）
３連単票数 計１０２２２４７ 的中 ��� ２８９３（５８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１１．９―１３．２―１３．２―１２．６―１１．７―１１．６―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．３―３６．２―４９．４―１：０２．６―１：１５．２―１：２６．９―１：３８．５―１：４９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．７
１
３
１５，１３（８，７）（４，１１）（３，５，１２）６（２，１４）１０，１，９・（１５，１３）（７，１０）（５，１１，１）（８，１４）（４，６，１２）２，３－９

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーレモン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１１．１４ 東京１着

２００８．２．２２生 牝４鹿 母 イルネージュ 母母 ジュウニヒトエ １２戦３勝 賞金 ２８，３８２，０００円



３２０３５１１月１０日 小雨 良 （２４福島３）第３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，２３．１１．１２以降２４．１１．４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

福島放送賞（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 ４９７，０００円 １４２，０００円 ７１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

４７ レジュールダムール 牝５鹿 ５２ 川須 栄彦山本 英俊氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４５２± ０１：４６．３ ２９．０�

４６ トミケンユークアイ 牡３黒鹿５４ 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 ４９４＋ ４１：４６．５１� ５．７�
３５ トミケンアルドール 牡３栗 ５４ 松田 大作冨樫 賢二氏 領家 政蔵 新冠 タニグチ牧場 ４８０－ ８１：４６．８２ ７．０�
６１０ ケイジーウィンザー 牡４栗 ５６ 中舘 英二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４９８＋ ４１：４７．２２� ８．６�
７１３ ヤマニンパソドブル 牝５青鹿５０ 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４７８＋１４１：４７．３� １６６．７�
８１４ レオキュート 牝５黒鹿５１ 田中 博康�レオ 木村 哲也 浦河 江谷 重雄 ４４４＋ ４ 〃 クビ ６１．６�
２２ クローバーリーフ 牝４鹿 ５２ 丸山 元気吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６８－１４１：４７．４クビ １８．５	
５８ タマモルーキー 牡４栗 ５３ 松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ５００－ ８１：４７．５� ５９．９

７１２ ケ イ ト 牝４黒鹿５３ 菱田 裕二吉田 和子氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム ４５８－１２１：４７．６クビ ３．８�
３４ シュガーヒル 牡３芦 ５４ 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ４ 〃 ハナ ６．８�
１１ カチューシャ 牝３栃栗５２ 津村 明秀窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 ４６８＋１２１：４７．９２ ４．６
６１１ アポロマーベリック 牡３鹿 ５３ 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 ５００＋ ６１：４８．０� １０８．９�
８１５ ダノンボルケーノ 牡５栗 ５４ 柴山 雄一�ダノックス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４８８± ０１：４８．１� ３２．１�
５９ ヴィーナススマイル 牝５栗 ５１ 嘉藤 貴行丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４６２± ０１：４８．６３ ５８．９�
２３ � トウショウアトム 牡６黒鹿５４ 中谷 雄太トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１０－１０１：４９．１３ ９７．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，２２４，９００円 複勝： ３６，８８３，３００円 枠連： ２１，９４２，０００円

馬連： ８８，７８０，９００円 馬単： ５０，９３４，０００円 ワイド： ３３，８６２，６００円

３連複： １２５，７６４，９００円 ３連単： ２２０，０１６，５００円 計： ６０１，４０９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９００円 複 勝 � ７２０円 � ２００円 � ２３０円 枠 連（４－４） ７，７２０円

馬 連 �� ６，６８０円 馬 単 �� １６，４６０円

ワ イ ド �� １，９１０円 �� ２，６３０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １０，５６０円 ３ 連 単 ��� ９５，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２３２２４９ 的中 � ６３１６（８番人気）
複勝票数 計 ３６８８３３ 的中 � １０７８７（８番人気）� ５７３２０（２番人気）� ４５８４３（４番人気）
枠連票数 計 ２１９４２０ 的中 （４－４） ２１００（２７番人気）
馬連票数 計 ８８７８０９ 的中 �� ９８２３（２２番人気）
馬単票数 計 ５０９３４０ 的中 �� ２２８５（５３番人気）
ワイド票数 計 ３３８６２６ 的中 �� ４２２８（２０番人気）�� ３０４３（２９番人気）�� １６１６８（４番人気）
３連複票数 計１２５７６４９ 的中 ��� ８７９５（３３番人気）
３連単票数 計２２００１６５ 的中 ��� １６９２（２８６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．３―２９．９―４２．５―５５．３―１：０７．９―１：２０．６―１：３３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．４
１
３
３（６，１０）（２，４，１２）（１，９）５（１１，１３）－（７，１４）－（８，１５）
３（６，１０）（４，１２）２（１，９）１１（１３，５）（７，１４）１５，８

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

勝馬の
紹 介

レジュールダムール �
�
父 Kingmambo �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１０．７．３１ 函館１着

２００７．３．２３生 牝５鹿 母 フェアリーバラード 母母 Angelic Song ８戦３勝 賞金 ２９，５９７，０００円
〔制裁〕 シュガーヒル号の騎手吉田隼人は，３コーナーで急に内側に斜行したことについて平成２４年１１月１７日から平成２４年１１月

２５日まで騎乗停止。
〔その他〕 シュガーヒル号〔１０位入線〕は，３コーナーで急に内側に斜行して「クローバーリーフ」号〔７位入線〕の走行を妨害。（その他

１１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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ビーチパーティー号
（非抽選馬） ８頭 ヴェアリアスムーン号・エクセルフラッグ号・ケイワイツヨシ号・コウセイコタロウ号・コスモイーチタイム号・

ジェットヴォイス号・メイプルダイキチ号・ロトスカイブルー号

３２０３６１１月１０日 小雨 良 （２４福島３）第３日 第１２競走 ��１，２００�
ご し き ぬ ま

五 色 沼 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 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ５２５，０００円 １５０，０００円 ７５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１４ ヤマニンプチガトー 牝３栗 ５４ 鮫島 良太土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 ４６６－ ６１：０９．２ ４．５�

２３ サンライズポパイ 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４５８－ ４１：０９．４１� １９．２�
４６ パシオンルージュ 牝４鹿 ５５ 津村 明秀吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 ４６８－ ４ 〃 ハナ １５．８�
２２ エクスクライム 牡３栗 ５６ 松田 大作前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 ４４０± ０ 〃 クビ １１３．２�
５９ ニシノカチヅクシ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 ５０４＋１６１：０９．５クビ ９．７�
７１３ ダイワミストレス 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：０９．６� ２．８�
１１ � スピアナート 牝３鹿 ５４ 丸山 元気有限会社シルク鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration ４４８－１０ 〃 ハナ ４７．４�
４７ ラブグランデー 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか パラダイス・ファーム ４７４＋ ６ 〃 ハナ ７．５	
６１１ コマノガレオス 牡３鹿 ５６ 松山 弘平長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ５１８＋ ４１：０９．８１� ３６．５

３５ ボストンサクラ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４２６－１０ 〃 クビ ５．８�
６１０ キクカバウンダー 牡３鹿 ５６ 藤懸 貴志飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４９４－ ６ 〃 クビ １９３．３
３４ ホ ウ ウ ン 牡５黒鹿５７ 高倉 稜泉 一郎氏 福島 信晴 新ひだか 沖田 哲夫 ５４８＋ ２１：０９．９� ４９．２�
５８ オウケンハナミズキ 牝３青 ５４ 吉田 隼人福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 ４０６＋ ６１：１０．４３ ４０．１�
８１５ ヨシールプリンセス 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２１：１０．８２� ４２．０�
７１２ ミスターマスタード 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ４４８－１０１：１０．９� ３６．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，０１８，７００円 複勝： ２７，５００，４００円 枠連： １２，５６９，７００円

馬連： ４８，０２９，８００円 馬単： ２８，７４０，２００円 ワイド： １８，７３３，２００円

３連複： ６０，５４６，９００円 ３連単： １２１，７１２，０００円 計： ３３４，８５０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２１０円 � ５４０円 � ４３０円 枠 連（２－８） ３，９００円

馬 連 �� ５，０３０円 馬 単 �� ７，７３０円

ワ イ ド �� １，５８０円 �� １，５６０円 �� ３，５７０円

３ 連 複 ��� ２５，９５０円 ３ 連 単 ��� １２１，７２０円

票 数

単勝票数 計 １７０１８７ 的中 � ２９８２４（２番人気）
複勝票数 計 ２７５００４ 的中 � ４２７４５（３番人気）� １１９８２（７番人気）� １５５５４（６番人気）
枠連票数 計 １２５６９７ 的中 （２－８） ２３８４（１３番人気）
馬連票数 計 ４８０２９８ 的中 �� ７０５４（１５番人気）
馬単票数 計 ２８７４０２ 的中 �� ２７４６（３０番人気）
ワイド票数 計 １８７３３２ 的中 �� ２９５８（１９番人気）�� ２９９８（１７番人気）�� １２６９（３４番人気）
３連複票数 計 ６０５４６９ 的中 ��� １７２２（７５番人気）
３連単票数 計１２１７１２０ 的中 ��� ７３８（３２７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．３―１１．７―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３４．０―４５．７―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンプチガトー �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１１．１０．９ 京都６着

２００９．２．５生 牝３栗 母 ヤマニンプチフール 母母 ワンオブアクライン １２戦２勝 賞金 ２６，３３３，０００円
〔制裁〕 パシオンルージュ号の騎手津村明秀は，３コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）



（２４福島３）第３日 １１月１０日（土曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８６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
４，９８０，０００円
２，０６０，０００円
１４，９２０，０００円
６２，２７０，５００円
４，７８４，０００円
１，７８５，６００円

勝馬投票券売得金
１６７，５０３，４００円
２９８，１３４，０００円
１２０，６３３，４００円
３８１，７９０，１００円
２５８，７５６，３００円
１８９，４６９，７００円
５４８，３９８，２００円
９６０，１５６，０００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ２，９２４，８４１，１００円

総入場人員 ８，３５４名 （有料入場人員 ６，２７９名）


