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3202511月9日 晴 良 （25福島3）第3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

816 フレンチフェロー �2鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 中橋 正 436± 01：10．4 1．8�
36 クラウンシンホニー 牝2鹿 54 津村 明秀�クラウン 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 484＋18 〃 ハナ 35．8�
59 コスモクラヴィス 牡2鹿 55 高倉 稜岡田 繁幸氏 和田 正道 新冠 対馬 正 500＋121：10．5� 24．6�
24 ロードメビウス 牡2鹿 55 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 484± 0 〃 クビ 8．2�
714 エ ー ス ワ ン 牡2鹿 55 丹内 祐次榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 472－101：10．71� 22．8�
47 ケイジージュピター 牡2青鹿55 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 452± 01：10．8クビ 6．6	
23 ウールーシュヴァル 牡2鹿 55

54 ☆横山 和生井上 修一氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 430＋ 21：11．01� 30．0

611 トラストサムライ 牡2青鹿55 田中 博康菅波 雅巳氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 498＋ 4 〃 クビ 10．3�
612 カルネアデス 牡2鹿 55 丸田 恭介手嶋 康雄氏 加藤 和宏 浦河 昭和牧場 456＋10 〃 アタマ 94．2�
11 イ ロ リ 牝2鹿 54

53 ☆中井 裕二小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 458－ 21：11．21� 8．0
713 アポロダイナスティ 牡2栗 55 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 むかわ 片山 幹雄 480＋ 2 〃 ハナ 68．5�
12 ブラックソヴリン 牝2芦 54

51 ▲山崎 亮誠平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 448± 01：11．3クビ 94．7�
35 ダ ム キ ナ 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真西山 茂行氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 450－ 61：11．51 319．5�
48 レッドローズキング 牡2栗 55 黛 弘人小野 博郷氏 土田 稔 新ひだか 稲葉牧場 452＋ 2 〃 クビ 240．9�
510 シゲルシモウサ 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 454± 01：11．81	 258．1�
815 リ コ リ ッ チ 牝2鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム 498－ 21：12．43� 104．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 11，066，600円 複勝： 20，375，500円 枠連： 5，633，400円
馬連： 20，079，400円 馬単： 15，537，000円 ワイド： 11，564，300円
3連複： 30，553，600円 3連単： 48，226，900円 計： 163，036，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 710円 � 670円 枠 連（3－8） 3，310円

馬 連 �� 4，310円 馬 単 �� 6，340円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 960円 �� 8，310円

3 連 複 ��� 24，510円 3 連 単 ��� 109，180円

票 数

単勝票数 計 110666 的中 � 49424（1番人気）
複勝票数 計 203755 的中 � 76849（1番人気）� 5055（9番人気）� 5439（8番人気）
枠連票数 計 56334 的中 （3－8） 1257（13番人気）
馬連票数 計 200794 的中 �� 3439（14番人気）
馬単票数 計 155370 的中 �� 1810（24番人気）
ワイド票数 計 115643 的中 �� 1830（16番人気）�� 3074（12番人気）�� 330（53番人気）
3連複票数 計 305536 的中 ��� 920（64番人気）
3連単票数 計 482269 的中 ��� 326（291番人気）

ハロンタイム 9．4―10．9―11．5―12．4―12．7―13．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．3―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4F50．1―3F38．6
3 ・（1，3）（9，4，16）14，2，12（6，15）（13，7）11（5，10）8 4 ・（1，3）（9，4，16）14，2（12，6，7）（13，11）－（5，15，10）8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フレンチフェロー �
�
父 ノボジャック �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．8．24 新潟2着

2011．5．23生 �2鹿 母 インテリアトリム 母母 チョコレートケーキ 5戦1勝 賞金 11，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 タマモパンテオン号・ベガスターヒード号

3202611月9日 晴 良 （25福島3）第3日 第2競走 1，800�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
1：48．5
1：46．0

良
良

59 ディアイッセイ 牡2鹿 55 黛 弘人ディアレスト 奥平 雅士 新冠 武田牧場 494＋ 21：48．2レコード 19．9�
11 ローレルトルネード 牡2栗 55 川島 信二 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 前田牧場 474＋ 41：48．3� 11．3�
816 ユズノカオリ 牝2鹿 54 津村 明秀山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 田原橋本牧場 462± 01：48．4� 21．4�
48 ポッドコンジュ 牝2栗 54 嘉藤 貴行小川眞査雄氏 斎藤 誠 洞爺湖 レイクヴィラファーム 432－ 81：48．5� 25．3�
612 クリノカンパニー 牡2鹿 55 吉田 隼人栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 三輪牧場 476＋ 21：48．71� 8．6�
510 バレーナボス 牡2栗 55 鮫島 良太ロイヤルパーク 宮 徹 日高 大江牧場 456＋ 2 〃 クビ 64．3	
12 ファイネストアワー 牡2栗 55 丸田 恭介矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 450± 01：48．8� 13．1

47 グランデラーゴ 牡2黒鹿55 伊藤 工真 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 470＋10 〃 アタマ 55．6�
714 ユキノアカツキ 牡2栗 55 丸山 元気馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 幾千世牧場 520＋ 61：48．9� 11．1
24 マイネルグリプス 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 21：49．0� 1．5�
36 ディープフォンテン 牡2栗 55

52 ▲山崎 亮誠吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 田中 裕之 476＋121：49．1クビ 145．6�
611 ジェニファー 牝2鹿 54 高倉 稜橋場 勇二氏 清水 出美 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－121：49．2� 75．8�
23 ラッキークローバー 牝2黒鹿54 木幡 初広 �スピードファーム和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 B404－ 4 〃 ハナ 109．2�
815 トップフォーカス 牡2黒鹿55 岩部 純二�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 432± 01：49．51� 350．3�
35 レディゴールド 牝2青鹿 54

53 ☆横山 和生片山 浄見氏 鈴木 伸尋 日高 賀張三浦牧場 456－ 21：50．03 140．1�
713 クロスソード 牡2鹿 55 岡田 祥嗣 �グリーンファーム黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 464＋ 41：50．42� 60．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，356，500円 複勝： 31，898，200円 枠連： 6，327，300円
馬連： 18，296，500円 馬単： 16，063，500円 ワイド： 10，993，200円
3連複： 26，981，700円 3連単： 48，244，700円 計： 171，161，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，990円 複 勝 � 760円 � 520円 � 820円 枠 連（1－5） 3，100円

馬 連 �� 8，440円 馬 単 �� 17，410円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 2，590円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 41，930円 3 連 単 ��� 248，990円

票 数

単勝票数 計 123565 的中 � 4911（6番人気）
複勝票数 計 318982 的中 � 11006（6番人気）� 16794（3番人気）� 10071（7番人気）
枠連票数 計 63273 的中 （1－5） 1507（10番人気）
馬連票数 計 182965 的中 �� 1600（24番人気）
馬単票数 計 160635 的中 �� 681（47番人気）
ワイド票数 計 109932 的中 �� 1181（24番人気）�� 1043（26番人気）�� 1221（22番人気）
3連複票数 計 269817 的中 ��� 475（102番人気）
3連単票数 計 482447 的中 ��� 143（556番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．3―12．8―12．5―11．3―11．5―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―35．5―48．3―1：00．8―1：12．1―1：23．6―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディアイッセイ �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．10．26 東京4着

2011．4．29生 牡2鹿 母 アーリースプリング 母母 スプリングチケット 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コスモヘルム号

第３回 福島競馬 第３日



3202711月9日 晴 良 （25福島3）第3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 250，000
250，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：08．6
1：07．8

良
良

24 オフェーリアシチー 牝2芦 54 丸田 恭介 �友駿ホースクラブ 日吉 正和 新冠 パカパカ
ファーム 432± 01：09．0 3．9�

510 ブリッツカイザー 牡2栗 55 吉田 隼人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 482－ 61：09．21� 3．2�
612 マルーンドロップ 牝2栗 54 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 41：09．3� 7．6�
47 マルクナッテ 牝2栗 54 高倉 稜小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 402－ 61：09．51� 18．4�
23 マイネルセレーノ 牡2芦 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新ひだか 藤沢牧場 B442± 01：09．6� 63．0�
816 バンブーカッサーノ 牡2芦 55

54 ☆菱田 裕二	バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 466＋24 〃 同着 36．1

11 カメレオンアミ 牝2鹿 54 岩部 純二	和田牧場 和田 正道 新冠 武田 修一 438－ 6 〃 ハナ 33．1�
35 クリノミユキチャン 牝2鹿 54 大庭 和弥栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 今井 秀樹 440－ 41：09．81� 5．7�
36 プラウドワンダー 牡2鹿 55 伊藤 工真伊東 純一氏 大江原 哲 日高 メイプルファーム B462± 01：09．9クビ 28．2
12 カ プ チ ー ノ 牡2鹿 55 西田雄一郎小野 博郷氏 柴田 政人 新ひだか 稲葉牧場 454－ 2 〃 アタマ 34．5�
713 ポッドソレイユ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行小川眞査雄氏 武市 康男 新ひだか タイヘイ牧場 440－ 81：10．75 186．5�
611 ライクアラヴァー 牝2栗 54

51 ▲原田 和真	ミルファーム 粕谷 昌央 新ひだか 真歌田中牧場 422－ 21：10．91� 114．5�
714 パ ル メ ッ ト 牝2鹿 54

53 ☆横山 和生 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462＋ 21：11．0� 5．9�

48 アキノラブカラー 牝2栗 54
51 ▲原田 敬伍山中 明広氏 作田 誠二 浦河 山春牧場 438－ 21：11．1クビ 321．7�

815 クリノアルタミラ 牝2鹿 54
51 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 本間 忍 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 414－ 21：11．63 443．9�
59 テイエムキャンディ 牝2鹿 54

51 ▲城戸 義政竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 テイエム牧場日高支場 420± 01：12．13 242．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 10，081，900円 複勝： 16，851，600円 枠連： 6，306，900円
馬連： 19，025，500円 馬単： 13，995，400円 ワイド： 11，527，200円
3連複： 26，434，300円 3連単： 42，115，200円 計： 146，338，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 130円 � 200円 枠 連（2－5） 730円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 310円 �� 530円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 6，540円

票 数

単勝票数 計 100819 的中 � 20650（2番人気）
複勝票数 計 168516 的中 � 26525（2番人気）� 42346（1番人気）� 18491（5番人気）
枠連票数 計 63069 的中 （2－5） 6390（1番人気）
馬連票数 計 190255 的中 �� 22833（1番人気）
馬単票数 計 139954 的中 �� 9415（1番人気）
ワイド票数 計 115272 的中 �� 9877（1番人気）�� 5140（6番人気）�� 5685（4番人気）
3連複票数 計 264343 的中 ��� 12515（2番人気）
3連単票数 計 421152 的中 ��� 4759（1番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―11．3―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．9―45．2―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オフェーリアシチー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2013．8．11 小倉8着

2011．1．12生 牝2芦 母 ツーソックス 母母 ダンジグウィズウルヴス 5戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムキャンディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月9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。
（非当選馬） 2頭 シゲルサツマ号・ヘップバーン号

3202811月9日 晴 良 （25福島3）第3日 第4競走 1，700�サラブレッド系3歳以上
発走11時10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 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

34 アグネスダリム 牝4栗 55 丸田 恭介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 464＋ 21：46．4 2．4�
814 パーティブロッサム 牝4黒鹿 55

54 ☆中井 裕二飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 472＋ 41：46．71� 46．4�
713 キープザサミット 牝3黒鹿 53

52 ☆横山 和生�G1レーシング 戸田 博文 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450＋ 21：47．01� 7．1�

611 クロカミノオトメ 牝3青 53 丸山 元気 �サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 21：47．1� 11．1�

815 ア メ リ 牝3栗 53 吉田 隼人 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 ハナ 4．0	
712 アプレレクール 牝5青鹿55 岡田 祥嗣 �グリーンファーム小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 456－ 21：47．2� 18．0

11 ディレットリーチェ 牝3栗 53 川須 栄彦飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B492＋ 81：47．3クビ 9．9�
58 テイケイフロックス 牝4黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 510＋ 4 〃 アタマ 13．4�
610 サンデースイセイ 牝5鹿 55 柴山 雄一浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム B484＋ 21：47．4� 29．7
47 アルディートプリエ 牝4黒鹿55 津村 明秀吉岡 泰治氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム B498－ 61：47．82� 60．2�
59 � レディメイアン 牝4鹿 55 上村 洋行髙樽さゆり氏 本田 優 浦河 宮内牧場 452－181：48．01� 62．1�
46 サニーロック 牝3黒鹿 53

50 ▲山崎 亮誠宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム 444－16 〃 アタマ 284．1�

35 � ベルベットメドウ 牝4青鹿55 嘉藤 貴行�日東牧場 大和田 成 浦河 日東牧場 452－241：48．2� 252．5�
22 トーブプリンセス 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 474± 01：48．3� 471．8�
23 テイクザサン 牝5鹿 55 鮫島 良太下河辺隆行氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 448＋ 21：48．72� 50．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，129，400円 複勝： 22，173，000円 枠連： 7，482，200円
馬連： 21，843，100円 馬単： 14，967，300円 ワイド： 12，660，500円
3連複： 30，163，300円 3連単： 50，050，500円 計： 173，469，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 960円 � 310円 枠 連（3－8） 540円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 5，050円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 470円 �� 6，300円

3 連 複 ��� 13，280円 3 連 単 ��� 63，910円

票 数

単勝票数 計 141294 的中 � 48040（1番人気）
複勝票数 計 221730 的中 � 62708（1番人気）� 4294（10番人気）� 16307（6番人気）
枠連票数 計 74822 的中 （3－8） 10377（1番人気）
馬連票数 計 218431 的中 �� 5014（12番人気）
馬単票数 計 149673 的中 �� 2188（17番人気）
ワイド票数 計 126605 的中 �� 1670（22番人気）�� 7389（5番人気）�� 463（50番人気）
3連複票数 計 301633 的中 ��� 1677（46番人気）
3連単票数 計 500505 的中 ��� 578（195番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．3―43．0―56．1―1：08．2―1：20．4―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスダリム �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．2．5 京都3着

2009．2．18生 牝4栗 母 アグネスパサー 母母 アグネスセレーネー 16戦3勝 賞金 29，870，000円



3202911月9日 晴 良 （25福島3）第3日 第5競走 1，150�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

611 サウスビクトル 牡4黒鹿57 田中 博康南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 466＋ 41：08．3 13．0�
47 マッシヴヒーロー 牡4鹿 57 柴山 雄一小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 452－ 2 〃 ハナ 3．8�
510 ピグマリオン 牡4鹿 57

56 ☆横山 和生 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 460－ 41：08．61� 3．0�
612 ピースオブアイ 牝4栗 55

53 △杉原 誠人星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 466＋ 21：08．81� 6．9�
59 エトルアンフルール 牝3栗 54 丸田 恭介村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 476－ 41：09．01� 13．3�
36 ナリタキャッツアイ 牡5鹿 57 川島 信二	オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 484－ 8 〃 クビ 24．1

714 スズカブリザード 牡7鹿 57 鮫島 良太永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 508± 01：09．1クビ 29．2�
48 � ロクイチスマイル 牝4芦 55

52 ▲山崎 亮誠栗本 博晴氏 奥平 雅士 新冠 川上 悦夫 490－ 2 〃 クビ 78．5�
12 バルトロメオ 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494＋221：09．42 10．6
35 カシノチョッパー 牡4黒鹿57 吉田 隼人柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 472－ 41：09．5クビ 118．0�
713 タケデンザビエル 牝4栗 55 大庭 和弥武市 進吾氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 468＋ 6 〃 ハナ 161．3�
24 バルタザール 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 514＋ 21：09．6� 8．8�

11 � アークペガサス 牡4鹿 57
54 ▲花田 大昂栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 B504－121：09．7� 40．4�

815 グレイトエンブレム 牡3栗 56 高倉 稜小川 勲氏 作田 誠二 浦河 信成牧場 434－10 〃 クビ 128．1�
23 � アカネチャン 牝4鹿 55 竹之下智昭泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 坂本牧場 446± 01：10．55 105．5�
816� ア ウ ル ム �4栗 57 西村 太一小河 一�氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 508－ 21：10．6� 77．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，364，600円 複勝： 24，336，700円 枠連： 8，501，400円
馬連： 22，915，300円 馬単： 16，050，200円 ワイド： 13，873，000円
3連複： 34，523，800円 3連単： 55，550，700円 計： 190，115，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 390円 � 170円 � 150円 枠 連（4－6） 800円

馬 連 �� 3，570円 馬 単 �� 8，380円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 720円 �� 310円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 38，860円

票 数

単勝票数 計 143646 的中 � 8713（6番人気）
複勝票数 計 243367 的中 � 12019（7番人気）� 41611（2番人気）� 53074（1番人気）
枠連票数 計 85014 的中 （4－6） 7859（3番人気）
馬連票数 計 229153 的中 �� 4740（16番人気）
馬単票数 計 160502 的中 �� 1414（34番人気）
ワイド票数 計 138730 的中 �� 2476（17番人気）�� 4596（6番人気）�� 12531（1番人気）
3連複票数 計 345238 的中 ��� 6215（10番人気）
3連単票数 計 555507 的中 ��� 1055（122番人気）

ハロンタイム 9．6―10．8―11．1―11．9―12．1―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．4―31．5―43．4―55．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウスビクトル �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．12．24 中山1着

2009．3．5生 牡4黒鹿 母 サラトガヴィーナス 母母 レディダンジグ 23戦3勝 賞金 46，121，000円
※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。
（非当選馬） 5頭 アップアンカー号・オリオンザプラズマ号・ヒショウ号・ミヤジエルビス号・ラブチャーミー号

3203011月9日 晴 良 （25福島3）第3日 第6競走 2，400�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

46 アルディエス 牡4鹿 57 西田雄一郎�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 452－ 42：35．3 6．5�
57 トニーポケット 牡4鹿 57

56 ☆菱田 裕二藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー
ム新冠支場 480± 02：35．4� 2．9�

22 � メ イ ユ ー ル 牝4芦 55
54 ☆横山 和生�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 454－ 62：35．82� 12．3�

45 ポッドフェローズ 牡3鹿 55 嘉藤 貴行小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 474－ 2 〃 クビ 13．7�
34 ウインラヴェリテ 牡3栗 55 伊藤 工真�ウイン 金成 貴史 浦河 大北牧場 B500＋ 2 〃 アタマ 10．3�
813 アプリコーゼ 牡4黒鹿57 田中 博康 	キャロットファーム 木村 哲也 日高 待兼牧場 528－ 4 〃 アタマ 4．9

11 ハワイアンソルト 牡4芦 57 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482＋12 〃 アタマ 8．9�
610� フォンテーヌブロー 牡5黒鹿57 丸山 元気村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 516－ 42：35．9クビ 30．0�
33 � マックスロノ 牡4栗 57 高倉 稜田所 英子氏 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 B494－ 62：36．0� 160．5
814 サ チ ゴ ロ ウ 牡3栗 55

52 ▲城戸 義政小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 480＋ 2 〃 クビ 55．8�
711 ル ー 牡3鹿 55

53 △杉原 誠人武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 前田 宗将 448± 02：36．1クビ 28．8�
58 アキレスバイオ 牡3芦 55 柴山 雄一バイオ� 奥平 雅士 日高 中館牧場 482＋ 4 〃 アタマ 13．2�
712� リッカタキシード 牡6黒鹿57 吉田 隼人立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 450－ 22：36．52� 38．6�
69 メルシーエイタイム 牡11鹿 57

54 ▲山崎 亮誠永井 康郎氏 武 宏平 静内 田中 裕之 470－ 42：37．88 294．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 11，423，400円 複勝： 24，425，200円 枠連： 7，907，200円
馬連： 22，130，200円 馬単： 15，846，300円 ワイド： 13，751，200円
3連複： 34，524，200円 3連単： 54，877，100円 計： 184，884，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 180円 � 130円 � 280円 枠 連（4－5） 710円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，040円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 16，890円

票 数

単勝票数 計 114234 的中 � 13966（3番人気）
複勝票数 計 244252 的中 � 33635（2番人気）� 65364（1番人気）� 17463（7番人気）
枠連票数 計 79072 的中 （4－5） 8327（2番人気）
馬連票数 計 221302 的中 �� 18526（1番人気）
馬単票数 計 158463 的中 �� 5507（3番人気）
ワイド票数 計 137512 的中 �� 9225（2番人気）�� 3071（10番人気）�� 5073（5番人気）
3連複票数 計 345242 的中 ��� 9327（3番人気）
3連単票数 計 548771 的中 ��� 2398（24番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―12．7―13．3―14．1―13．9―13．6―13．2―12．1―12．4―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―24．7―37．4―50．7―1：04．8―1：18．7―1：32．3―1：45．5―1：57．6―2：10．0―2：22．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルディエス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．9．4 札幌10着

2009．4．17生 牡4鹿 母 バレエブラン 母母 ニ キ ー ヤ 19戦2勝 賞金 27，168，000円
［他本会外：1戦0勝］



3203111月9日 晴 良 （25福島3）第3日 第7競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時05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

48 カフヴァール 牝4鹿 55 川須 栄彦 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B464＋ 21：07．9 5．8�
36 ビーマイラブ 牝3鹿 54 村田 一誠�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 486＋ 21：08．11� 28．8�
816 ブルーピアス 牝4栗 55

54 ☆菱田 裕二田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 452－ 61：08．2� 11．2�
713 ラ パ ー ジ ュ 牝4青鹿55 丸田 恭介 �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 462＋ 2 〃 クビ 4．2�
23 モエレマリーア 牝4黒鹿 55

54 ☆横山 和生中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 448± 01：08．3� 19．1	
612 ガッダムアスカ 牝4芦 55 津村 明秀神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 470± 01：08．4� 11．5

59 トウシンヴィーナス 牝3青鹿54 田中 健�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 412－121：08．71� 44．3�
510� クロンドローリエ 牝6青鹿 55

53 △杉原 誠人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 434＋101：08．8� 11．7�

47 アラカメジョウ 牝4鹿 55 的場 勇人�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 460－ 21：09．01 9．2
12 ヴェリタスローズ 牝6青 55

52 ▲城戸 義政松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 454＋ 41：09．1� 16．3�
35 デイジーバローズ 牝4栗 55 柴山 雄一猪熊 広次氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 478＋ 8 〃 アタマ 23．9�
714 コウヨウチャンス 牝3栗 54 吉田 隼人寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 442－141：09．31� 6．4�
24 プラティーヌ 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂伊藤 元庸氏 高市 圭二 新冠 細川農場 458＋ 61：09．51� 209．7�
815 アイサレジョウズ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真�ミルファーム 畠山 重則 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 418＋121：09．71� 207．9�

11 レッドサーガ 牝3鹿 54
53 ☆中井 裕二 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム 470＋ 41：09．8� 10．7�

611� アラディローザ 牝4鹿 55 黛 弘人飯田 政子氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 438＋101：10．01� 207．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 12，451，800円 複勝： 23，270，800円 枠連： 10，739，400円
馬連： 26，742，500円 馬単： 16，484，800円 ワイド： 14，704，200円
3連複： 39，152，200円 3連単： 65，723，100円 計： 209，268，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 280円 � 830円 � 420円 枠 連（3－4） 2，250円

馬 連 �� 7，520円 馬 単 �� 13，420円

ワ イ ド �� 2，540円 �� 1，210円 �� 5，260円

3 連 複 ��� 25，090円 3 連 単 ��� 128，320円

票 数

単勝票数 計 124518 的中 � 17184（2番人気）
複勝票数 計 232708 的中 � 24581（3番人気）� 6610（12番人気）� 14576（7番人気）
枠連票数 計 107394 的中 （3－4） 3524（11番人気）
馬連票数 計 267425 的中 �� 2625（34番人気）
馬単票数 計 164848 的中 �� 907（62番人気）
ワイド票数 計 147042 的中 �� 1420（39番人気）�� 3087（11番人気）�� 673（67番人気）
3連複票数 計 391522 的中 ��� 1152（108番人気）
3連単票数 計 657231 的中 ��� 378（518番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―10．9―11．3―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．2―44．5―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフヴァール �
�
父 デュランダル �

�
母父 Gulch デビュー 2012．1．28 東京1着

2009．4．19生 牝4鹿 母 スペシャルアラート 母母 So Cozy 8戦2勝 賞金 15，600，000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 カイルアロマンス号

3203211月9日 晴 良 （25福島3）第3日 第8競走 2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時35分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

714 マ グ メ ル 牡4鹿 57
54 ▲原田 和真 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B460－ 61：58．6 7．2�

11 レッドクラーケン 牡3鹿 55
52 ▲伴 啓太 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 498＋18 〃 ハナ 79．0�

47 ジャングルクルーズ �4鹿 57
55 △杉原 誠人窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500－ 21：59．23� 1．9�

59 ウェーブオーキッド �3青 55 西村 太一万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 21：59．3� 88．2�

12 マイネルカーミン 牡4黒鹿 57
56 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 B494± 01：59．61� 37．2	
612 ワタシマッテルワ 牝4鹿 55 大下 智�ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 442－ 61：59．7� 19．8

816 サトノマーキュリー 牡3黒鹿55 平野 優里見 治氏 国枝 栄 むかわ 上水牧場 B476－ 41：59．91� 20．6�
815 ガッテンキャンパス 牡4鹿 57

54 ▲原田 敬伍栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 452＋102：00．0クビ 130．1�
713 トウカイクオーレ 牡4鹿 57 田中 健内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 B450＋ 62：00．1� 59．0
24 ハドソンシチー 牡3黒鹿55 水口 優也 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 440＋ 62：00．2� 51．5�
48 ハギノウィッシュ 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政日隈 良江氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム 498－ 4 〃 アタマ 9．4�
35 タカラプリンス 牡3黒鹿 55

54 ☆横山 和生村山 義男氏 国枝 栄 新冠 大栄牧場 B458－ 62：00．3� 22．9�
23 � サトノレガシー 牝4黒鹿55 伊藤 工真里見 治氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 418－ 6 （競走中止） 13．5�
36 ヴェイパーコーン 牡3栗 55

54 ☆菱田 裕二 �グリーンファーム和田 正道 新ひだか 前田 宗将 B514＋ 4 （競走中止） 14．8�
510 ヤマニンアドーレ 牝3芦 53 草野 太郎土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 416－ 4 （競走中止） 179．5�
611 ビバゴールデン 牝3鹿 53

50 ▲山崎 亮誠桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 460－ 8 （競走中止） 12．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，643，300円 複勝： 21，681，500円 枠連： 10，042，200円
馬連： 24，269，200円 馬単： 17，909，300円 ワイド： 14，116，200円
3連複： 34，184，900円 3連単： 61，141，500円 計： 197，988，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 160円 � 1，210円 � 140円 枠 連（1－7） 7，560円

馬 連 �� 25，810円 馬 単 �� 51，630円

ワ イ ド �� 7，160円 �� 280円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 17，800円 3 連 単 ��� 214，870円

票 数

単勝票数 計 146433 的中 � 16182（2番人気）
複勝票数 計 216815 的中 � 39504（2番人気）� 2923（15番人気）� 54907（1番人気）
枠連票数 計 100422 的中 （1－7） 981（20番人気）
馬連票数 計 242692 的中 �� 694（59番人気）
馬単票数 計 179093 的中 �� 256（108番人気）
ワイド票数 計 141162 的中 �� 431（65番人気）�� 15413（1番人気）�� 1169（33番人気）
3連複票数 計 341849 的中 ��� 1418（60番人気）
3連単票数 計 611415 的中 ��� 210（593番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．2―12．8―12．7―11．9―11．6―11．5―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―23．2―34．4―47．2―59．9―1：11．8―1：23．4―1：34．9―1：46．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ グ メ ル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Montjeu デビュー 2011．12．18 中山3着

2009．1．18生 牡4鹿 母 ニライカナイ 母母 Tamariyya 19戦2勝 賞金 22，170，000円
〔競走中止〕 ビバゴールデン号は，競走中に疾病〔右第3中手骨開放骨折〕を発症し，4コーナーで転倒したため競走中止。

ヤマニンアドーレ号は，4コーナーで，転倒した「ビバゴールデン」号に触れ，転倒したため競走中止。
ヴェイパーコーン号・サトノレガシー号は，4コーナーで，転倒した「ヤマニンアドーレ」号に触れ，転倒したため競走中止。

※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 イメージガール号・コスモサンチャン号



3203311月9日 晴 良 （25福島3）第3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 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

610 タガノグーフォ �4黒鹿57 鮫島 良太八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 478± 01：45．4 6．5�
11 エーシンデューク 牡4青鹿57 丸田 恭介�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 488－ 21：45．61� 4．2�
59 マルシアーノ 牝3青鹿53 津村 明秀吉田 和美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 464－ 41：45．7� 4．1�
712 トウカイアストロ 牡4栗 57

56 ☆横山 和生内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 494－ 2 〃 ハナ 7．7�
814 メイプルリンカーン 牡5栗 57 柴山 雄一節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 480± 01：46．01� 5．5�
46 リンガスクリフ 牡5栗 57 伊藤 工真伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 500－ 4 〃 クビ 35．0	
23 � ニットウミューズ 牝5鹿 55 嘉藤 貴行藤井 謙氏 大和田 成 浦河 日東牧場 510－ 21：46．42� 268．8

713 クレバーパルマ 牝3栗 53 丸山 元気本間 充氏 根本 康広 新ひだか 橋本牧場 430－ 61：46．6� 16．2�
34 シーユーアラウンド 牡3黒鹿 55

53 △杉原 誠人吉田 勝己氏 松山 康久 安平 ノーザンファーム 458± 01：46．81� 31．6�
35 � ア リ ア ー ヌ 牝4鹿 55 木幡 初広岩﨑 僖澄氏 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 446－ 81：47．43� 286．2
22 � ウォーターパーク 牡3黒鹿 55

54 ☆中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 458－ 1 〃 クビ 70．1�

611 ダブルウォー 牡3鹿 55 黛 弘人 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498± 01：47．71� 16．0�

58 マイネルソウル 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 B488－ 41：48．12� 26．5�

47 オメガエンブレム 牝4青 55 吉田 隼人原 	子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 458－ 61：48．31� 17．8�
815 デルマカマイタチ 牡3黒鹿55 西田雄一郎浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B498－ 61：48．5� 138．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 12，891，200円 複勝： 27，576，200円 枠連： 10，442，100円
馬連： 30，417，400円 馬単： 20，651，000円 ワイド： 15，117，600円
3連複： 45，342，100円 3連単： 74，771，700円 計： 237，209，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 180円 � 150円 � 170円 枠 連（1－6） 1，140円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 550円 �� 680円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 19，300円

票 数

単勝票数 計 128912 的中 � 15796（4番人気）
複勝票数 計 275762 的中 � 37451（4番人気）� 52918（1番人気）� 43484（3番人気）
枠連票数 計 104421 的中 （1－6） 6762（9番人気）
馬連票数 計 304174 的中 �� 15154（5番人気）
馬単票数 計 206510 的中 �� 4620（10番人気）
ワイド票数 計 151176 的中 �� 6818（4番人気）�� 5271（6番人気）�� 9664（2番人気）
3連複票数 計 453421 的中 ��� 12474（3番人気）
3連単票数 計 747717 的中 ��� 2860（32番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．4―30．5―42．8―55．2―1：07．3―1：19．8―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノグーフォ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．10．22 京都1着

2009．4．17生 �4黒鹿 母 タガノサファイヤ 母母 イージームービング 19戦3勝 賞金 21，900，000円
〔騎手変更〕 ウォーターパーク号の騎手菱田裕二は，検査のため中井裕二に変更。

3203411月9日 晴 良 （25福島3）第3日 第10競走 ��2，600�
りょうぜん

霊 山 特 別
発走14時45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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

44 ランフォージン 牡4黒鹿57 川須 栄彦 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 42：41．2 4．4�

67 ルミナスレッド 牝4鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 2 〃 クビ 4．2�
68 � スリーヴェローチェ 牡4鹿 57 吉田 隼人永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 460＋ 22：41．3� 4．4�
11 モンプレジール 牡3鹿 55 伊藤 工真平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 458＋ 2 〃 ハナ 43．6�
55 トーセンウィンドウ 牝3栗 53 丸山 元気島川 	哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 444＋ 62：41．72� 24．8

812 キネオストロング 牡3黒鹿55 丸田 恭介吉田 千津氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム B472－ 42：41．8� 13．0�
710 フミノポールスター 牡4黒鹿57 上村 洋行谷 二氏 本田 優 浦河 小林 仁 496－ 22：41．9クビ 10．3�
33 バリローチェ 牝3黒鹿53 村田 一誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460＋ 42：42．0� 21．3
22 ローリングストーン 牡4鹿 57 津村 明秀佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 486－ 22：42．1クビ 8．8�
79 	 レッドエルザ 牝3栗 53 横山 和生 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Keene Ridge

Racing, LLC 420－ 82：42．52� 39．5�
56 テイエムオペラドン 牡4鹿 57 高倉 稜竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 462＋ 42：42．6� 8．0�
811 サトノフェニックス 牡3青鹿55 中井 裕二里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 462－ 22：42．7� 48．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，237，700円 複勝： 25，233，800円 枠連： 11，779，500円
馬連： 31，025，200円 馬単： 21，123，000円 ワイド： 14，553，700円
3連複： 45，806，100円 3連単： 80，416，800円 計： 244，175，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 160円 � 170円 枠 連（4－6） 460円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 350円 �� 370円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 5，620円

票 数

単勝票数 計 142377 的中 � 25523（3番人気）
複勝票数 計 252338 的中 � 49539（1番人気）� 44508（2番人気）� 36312（3番人気）
枠連票数 計 117795 的中 （4－6） 19256（1番人気）
馬連票数 計 310252 的中 �� 30256（1番人気）
馬単票数 計 211230 的中 �� 9459（2番人気）
ワイド票数 計 145537 的中 �� 10112（2番人気）�� 9628（3番人気）�� 12402（1番人気）
3連複票数 計 458061 的中 ��� 33893（1番人気）
3連単票数 計 804168 的中 ��� 10562（3番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―12．5―12．4―13．0―13．2―13．7―13．4―11．6―11．4―11．3―11．4―12．0

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�
13．1―25．3―37．8―50．2―1：03．2―1：16．4―1：30．1―1：43．5―1：55．1―2：06．5―2：17．8―2：29．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ランフォージン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．1．9 京都8着

2009．1．26生 牡4黒鹿 母 ライクリーティナ 母母 ヘ バ 21戦2勝 賞金 30，489，000円
〔騎手変更〕 バリローチェ号の騎手菱田裕二は，検査のため村田一誠に変更。
〔発走状況〕 テイエムオペラドン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 サトノフェニックス号の騎手中井裕二は，2周目3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）



3203511月9日 晴 良 （25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，24．11．10以降25．11．3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 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

59 ハ ル カ フ ジ 牡5鹿 55 丸田 恭介河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 480± 01：46．2 5．2�
11 セ ン キ 牡4鹿 55 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 470＋ 21：46．3� 2．6�
610 ハギノコメント 牡4鹿 54 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 480－ 6 〃 クビ 20．5�
34 � エイトプリンス 牡5栗 55 杉原 誠人河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 434－ 21：46．4クビ 33．2�
58 シンコームーン 牝4栗 52 水口 優也豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 448－ 41：46．61� 30．3�
47 エクストラセック 牡6栗 55 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム 510－181：46．91� 14．4	
23 トミケンユークアイ 牡4黒鹿56 木幡 初広冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 504＋121：47．11� 10．8

712 バンブーデルピエロ 牡3鹿 53 柴山 雄一�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 488± 01：47．31� 21．8�
22 ショウナンマオ 牝4鹿 55 菱田 裕二国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520＋18 〃 ハナ 6．9
713 アドマイヤジャコモ 牡5鹿 54 高倉 稜近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 500＋ 41：47．51� 23．9�
611 ケツァルコアトル 牡3青鹿53 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 514＋10 〃 クビ 11．3�
35 ハッピーマリーン 牝4栗 52 村田 一誠道永 幸治氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 518－161：47．71� 28．6�
46 コスモイフリート 牡6栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 510－ 81：48．01� 122．3�
814� ニュースター 牝5黒鹿52 西村 太一�中山牧場 尾形 和幸 浦河 中山牧場 516－ 41：48．21� 72．5�
815 コーラルビュー 牝5鹿 52 中舘 英二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 古川 雅且 486－ 21：48．94 31．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，256，600円 複勝： 36，465，300円 枠連： 23，448，000円
馬連： 86，192，100円 馬単： 48，375，400円 ワイド： 33，407，400円
3連複： 123，017，400円 3連単： 211，863，300円 計： 585，025，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 130円 � 330円 枠 連（1－5） 710円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，180円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 17，380円

票 数

単勝票数 計 222566 的中 � 33978（2番人気）
複勝票数 計 364653 的中 � 54020（2番人気）� 95866（1番人気）� 21391（6番人気）
枠連票数 計 234480 的中 （1－5） 24575（1番人気）
馬連票数 計 861921 的中 �� 80226（1番人気）
馬単票数 計 483754 的中 �� 18574（3番人気）
ワイド票数 計 334074 的中 �� 28654（1番人気）�� 6542（11番人気）�� 7150（10番人気）
3連複票数 計1230174 的中 ��� 23543（6番人気）
3連単票数 計2118633 的中 ��� 8997（26番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．1―13．0―13．0―12．2―12．6―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．2―43．2―56．2―1：08．4―1：21．0―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．8
1
3
・（3，12）15（1，5，14）2，11（8，13）9（6，10）－7－4
11（3，12）15（1，2，14）（8，9，5，13）（6，10）－7，4

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

勝馬の
紹 介

ハ ル カ フ ジ �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2011．2．5 京都6着

2008．3．26生 牡5鹿 母 ハ ル カ ッ コ 母母 ハルカジョウ 19戦4勝 賞金 57，462，000円
〔制裁〕 エクストラセック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30，000円。（被害馬：6番）
※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。
（非抽選馬） 7頭 スターペスジンタ号・タマモベルモット号・タングルジャングル号・ナンヨーカノン号・フォルクスオーパー号・

ブルーバレット号・ライブリシーラ号

3203611月9日 晴 良 （25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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 476，000円 136，000円 68，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

12 アブマーシュ 牝4鹿 55 木幡 初広伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン
牧場 486＋101：08．7 5．7�

714 ブライトチェリー 牝3芦 54 吉田 隼人 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 462－ 4 〃 クビ 2．1�
36 シルクブルックリン 牡4黒鹿57 西田雄一郎有限会社シルク上原 博之 新冠 対馬 正 552± 01：09．01� 7．2�
816 ダイワカリエンテ 牝4栗 55 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 454－ 41：09．1� 12．7�
24 マウントビスティー 牡4栗 57 西村 太一備前島敏子氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 454－ 4 〃 アタマ 24．5�
59 エアカリナン 牝4鹿 55 伊藤 工真 �ラッキーフィールド大竹 正博 安平 ノーザンファーム 464－ 61：09．2� 20．2	
815 トロピカルメジャー 牡4黒鹿57 上村 洋行小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 B464－ 81：09．3� 80．5

23 コトブキゴールド 牡3鹿 56 田中 博康尾上 松壽氏 金成 貴史 日高 藤本ファーム 444± 01：09．4クビ 40．2�
713 オウケンハナミズキ 牝4青 55 水口 優也福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 418－ 41：09．5� 74．9�
47 アルベルトバローズ 牡4鹿 57 菱田 裕二猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 488－ 21：09．6� 6．0
48 コスモチャペル 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 浦河 赤田牧場 480－ 4 〃 クビ 34．5�
11 コアレスドラゴン 牡3鹿 56 中井 裕二小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 B488－ 41：09．7� 25．9�
611� シゲルキンカン 牡4鹿 57 高倉 稜森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 下屋敷牧場 436－ 31：09．91 165．2�
510� ア ズ キ 牝4栗 55 横山 和生片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 442± 0 〃 ハナ 178．4�
612 ミスマルシゲ 牝4青鹿55 鮫島 良太柏木 務氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 438± 01：10．0� 278．4�

（15頭）
35 アカノジュウロク 牝3鹿 54 丸山 元気根本 忠義氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 460＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，796，200円 複勝： 33，490，500円 枠連： 13，422，200円
馬連： 47，394，200円 馬単： 28，324，900円 ワイド： 20，682，200円
3連複： 60，843，200円 3連単： 108，431，500円 計： 334，384，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 130円 � 120円 � 180円 枠 連（1－7） 530円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 230円 �� 450円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 6，470円

票 数

単勝票数 差引計 217962（返還計 3102） 的中 � 30487（2番人気）
複勝票数 差引計 334905（返還計 7757） 的中 � 74739（2番人気）� 85073（1番人気）� 38694（4番人気）
枠連票数 差引計 134222（返還計 593） 的中 （1－7） 18826（1番人気）
馬連票数 差引計 473942（返還計 21746） 的中 �� 62485（1番人気）
馬単票数 差引計 283249（返還計 13080） 的中 �� 14127（4番人気）
ワイド票数 差引計 206822（返還計 12406） 的中 �� 25689（1番人気）�� 10229（5番人気）�� 14732（2番人気）
3連複票数 差引計 608432（返還計 55742） 的中 ��� 37465（2番人気）
3連単票数 差引計1084315（返還計 95540） 的中 ��� 12381（8番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．2―11．5―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．5―46．0―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アブマーシュ �
�
父 ディクタット �

�
母父 Diesis デビュー 2011．6．25 中山中止

2009．4．17生 牝4鹿 母 ア リ ヴ ェ 母母 Persian Flute 26戦3勝 賞金 41，114，000円
〔競走除外〕 アカノジュウロク号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻5分遅延。
〔制裁〕 トロピカルメジャー号の騎手上村洋行は，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10，000円。（被害馬：14

番）
※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。
（非当選馬） 5頭 エーティーガンダム号・クラウンフィデリオ号・スマートマーチ号・タオルチャン号・ユキノラムセス号



（25福島3）第3日 11月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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

162，910，000円
6，500，000円
1，740，000円
15，000，000円
60，705，500円
4，732，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
171，699，200円
307，778，300円
122，031，800円
370，330，600円
245，328，100円
186，950，700円
531，526，800円
901，413，000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 2，837，058，500円

総入場人員 8，149名 （有料入場人員 6，079名）
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