
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

3206111月17日 晴 良 （25福島3）第6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）

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
1：08．5
1：08．5

良
良

23 サンマディソン 牝2鹿 54 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 446－ 61：09．8 6．2�
47 ウィットウォーター 牝2黒鹿54 国分 恭介鈴木 康弘氏 武 宏平 むかわ 上水牧場 440± 01：10．01� 18．5�
816 トウカイマインド 牝2鹿 54 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 450＋ 41：10．42� 12．2�
611 フ ァ ビ ン 牝2鹿 54

52 △杉原 誠人桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 大滝 康晴 446－ 81：10．5� 52．8�
24 アイティダイヤ 牝2栗 54 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 武田牧場 452＋ 2 〃 ハナ 4．6�
59 ゴッドマザー 牝2栗 54 柴山 雄一寺田 寿男氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 422－ 41：10．71� 132．9�
815 ピュアモトヒメ 牝2鹿 54 中舘 英二黒澤 尚氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 492＋141：10．8� 22．4	
11 キュークッキング 牝2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 458＋ 2 〃 クビ 16．3

35 カレンコティヤール 牝2栗 54 川須 栄彦鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 様似 スイートフアーム 460＋141：10．9� 30．5�
713 シゲルオオスミ 牝2鹿 54 黛 弘人森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 454＋ 61：11．0� 17．9�
714 アクアプリンセス 牝2鹿 54 丸山 元気水谷 昌晃氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 418－ 61：11．21� 64．6
12 ウ イ ッ ト ウ 牝2芦 54

53 ☆菱田 裕二重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 420＋ 61：11．51� 55．9�
612 スプリグロウス 牝2青鹿 54

53 ☆中井 裕二鈴木 照雄氏 本間 忍 浦河 岡崎牧場 444＋141：11．71� 267．1�
510 サイモンジャスミン 牝2鹿 54

53 ☆横山 和生澤田 昭紀氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 462＋10 〃 クビ 28．0�
48 ガッツオブライブ 牝2青鹿 54

51 ▲花田 大昂谷岡 正次氏 武市 康男 浦河 近藤牧場 386－141：12．23 122．6�
36 オベーション 牝2鹿 54 太宰 啓介岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 坂本牧場 426－ 81：12．51� 2．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 9，997，000円 複勝： 21，092，900円 枠連： 8，642，000円
馬連： 22，616，600円 馬単： 16，357，300円 ワイド： 13，812，600円
3連複： 37，065，700円 3連単： 59，641，600円 計： 189，225，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 230円 � 480円 � 310円 枠 連（2－4） 2，840円

馬 連 �� 5，840円 馬 単 �� 10，390円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 1，140円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 16，570円 3 連 単 ��� 101，890円

票 数

単勝票数 計 99970 的中 � 12736（3番人気）
複勝票数 計 210929 的中 � 26997（3番人気）� 10414（7番人気）� 17837（4番人気）
枠連票数 計 86420 的中 （2－4） 2253（11番人気）
馬連票数 計 226166 的中 �� 2861（19番人気）
馬単票数 計 163573 的中 �� 1162（33番人気）
ワイド票数 計 138126 的中 �� 2052（19番人気）�� 3057（12番人気）�� 1385（25番人気）
3連複票数 計 370657 的中 ��� 1651（46番人気）
3連単票数 計 596416 的中 ��� 432（254番人気）

ハロンタイム 9．6―10．8―11．6―12．5―12．6―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．4―32．0―44．5―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマディソン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．13 東京2着

2011．3．24生 牝2鹿 母 チューベローズ 母母 チ ュ ー ニ ー 3戦1勝 賞金 9，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アンジュバーグ号・コスモアメシスト号
（非抽選馬） 1頭 スリーチアサウス号

3206211月17日 晴 良 （25福島3）第6日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走10時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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 タケルハヤテ 牡5鹿 57 柴山 雄一森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム B466＋ 81：46．1 4．9�

58 ミキノノボリリュウ 牡3鹿 55
54 ☆菱田 裕二谷口 久和氏 大橋 勇樹 様似 中村 勝則 494＋ 6 〃 ハナ 4．3�

59 バイタルフォルム 牡3黒鹿55 西村 太一髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 484－ 4 〃 クビ 8．7�
23 ハンドインハンド 牡5青鹿57 川島 信二�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 528－301：46．2クビ 24．0�
47 ケイアイホクトセイ 牡3鹿 55 大野 拓弥亀田 和弘氏 和田 正道 新ひだか 松田牧場 B506－ 41：46．3� 4．8�
35 ヴァルディヴィア 牡5鹿 57 木幡 初広 	社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 21：47．04 48．4

610 トウカイアストロ 牡4栗 57 中舘 英二内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 502＋ 8 〃 ハナ 7．0�
22 ジョナパランセ 牡4栗 57 太宰 啓介青木 基秀氏 坂口 正則 日高 グリーンヒルスタッド 494± 0 〃 クビ 13．4�
815 リアルマイスター 牡3鹿 55 川須 栄彦宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 480－ 41：47．21� 8．7
34 ヴ ェ リ ー ヌ 牝3鹿 53 柴田 大知小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 杵臼牧場 B456＋ 4 〃 クビ 134．3�
814 エンドレスラヴ 牝3鹿 53

51 △杉原 誠人山上 和良氏 中川 公成 日高 細川牧場 480± 01：47．41� 27．5�
611� エクストラトーン 牡4芦 57 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 504－ 5 〃 アタマ 178．1�
713 グラマラスグロウ 牝3鹿 53 古川 吉洋首藤 徳氏 蛯名 利弘 新ひだか グランド牧場 B454－ 61：48．46 26．9�
712 エイユーミラクル 牡4鹿 57 鮫島 良太笹部 義則氏 浜田多実雄 新冠 村上 欽哉 490＋101：48．5� 110．5�
46 � メイショウイチフジ 牡4鹿 57

56 ☆中井 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 三嶋牧場 474± 01：48．71� 206．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 12，112，100円 複勝： 26，385，900円 枠連： 7，191，100円
馬連： 24，220，500円 馬単： 16，273，100円 ワイド： 13，248，600円
3連複： 37，776，600円 3連単： 56，000，400円 計： 193，208，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 140円 � 190円 � 240円 枠 連（1－5） 640円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 390円 �� 810円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 13，120円

票 数

単勝票数 計 121121 的中 � 19721（3番人気）
複勝票数 計 263859 的中 � 60897（1番人気）� 36965（3番人気）� 23961（6番人気）
枠連票数 計 71911 的中 （1－5） 8344（1番人気）
馬連票数 計 242205 的中 �� 16923（1番人気）
馬単票数 計 162731 的中 �� 5881（1番人気）
ワイド票数 計 132486 的中 �� 9037（1番人気）�� 3832（9番人気）�� 5174（6番人気）
3連複票数 計 377766 的中 ��� 9227（4番人気）
3連単票数 計 560004 的中 ��� 3151（9番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．9―30．1―43．0―55．7―1：07．7―1：19．7―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タケルハヤテ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 End Sweep デビュー 2011．3．6 中山5着

2008．3．20生 牡5鹿 母 リキオリンピア 母母 Opera Queen 25戦3勝 賞金 40，620，000円
〔制裁〕 タケルハヤテ号の騎手柴山雄一は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：3番）

ミキノノボリリュウ号の騎手菱田裕二は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ウィッシュアゲン号・エアカリナン号・ポロロッカ号

第３回 福島競馬 第６日



3206311月17日 晴 良 （25福島3）第6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

510 ディープミタカ 牡2栗 55
54 ☆菱田 裕二深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 470－ 21：09．3 12．0�

713 サンデンバー 牡2鹿 55 的場 勇人加藤 信之氏 的場 均 新冠 樋渡 信義 486＋ 2 〃 ハナ 2．9�
24 アサカラヴァーズ 牝2鹿 54

52 △杉原 誠人�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 464－ 61：09．72� 10．8�
47 ハンサムオウジ 牡2鹿 55 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 中田 浩美 436－ 81：09．91� 229．2�
35 アートプリズム 牝2鹿 54 中舘 英二飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 436－ 21：10．43 90．7�
714 スパゲッティー 牡2鹿 55

52 ▲城戸 義政�大道牧場 蛯名 利弘 日高 旭 牧場 416＋ 61：10．5	 188．2	
11 フ リ メ ー ル 牝2栗 54 西田雄一郎�ミルファーム 奥平 雅士 えりも エクセルマネジメント 430－ 41：10．6� 81．0

48 バンブーカッサーノ 牡2芦 55 太宰 啓介�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 464－ 21：10．7� 36．6�
612 ラブキュール 牝2栗 54

51 ▲原田 和真増田 陽一氏 和田 雄二 日高 島瀬 順一 448＋ 8 〃 クビ 388．2�
816 アワーズヒロイン 牝2鹿 54 松田 大作ザ・チャンピオンズ 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 438＋10 〃 アタマ 25．9
12 マイネパシオーネ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 21：10．8� 3．5�
59 コスモリュブリュー 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 えりも エクセルマネジメント 476－ 2 〃 ハナ 15．1�
23 ノーブルサイレンス 牝2青鹿 54

53 ☆中井 裕二吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 城地 清満 424－ 41：10．9	 10．3�
36 ラ ン ド ロ ワ 牝2芦 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 448＋ 21：11．11� 7．0�
611 ディナーベル 牝2鹿 54

53 ☆横山 和生 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 402－ 41：11．2� 218．8�
815 オリエンタルダガー 牡2鹿 55 伊藤 工真棚網 基己氏 大江原 哲 浦河 小林 仁 422－ 6 （競走中止） 26．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，350，300円 複勝： 24，207，500円 枠連： 7，806，000円
馬連： 25，443，200円 馬単： 18，268，100円 ワイド： 14，045，300円
3連複： 37，543，500円 3連単： 60，898，800円 計： 201，562，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 330円 � 180円 � 300円 枠 連（5－7） 1，110円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 4，150円

ワ イ ド �� 820円 �� 2，190円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 6，360円 3 連 単 ��� 51，310円

票 数

単勝票数 計 133503 的中 � 8822（6番人気）
複勝票数 計 242075 的中 � 17404（6番人気）� 43366（2番人気）� 20039（5番人気）
枠連票数 計 78060 的中 （5－7） 5220（5番人気）
馬連票数 計 254432 的中 �� 10492（7番人気）
馬単票数 計 182681 的中 �� 3256（16番人気）
ワイド票数 計 140453 的中 �� 4342（7番人気）�� 1530（29番人気）�� 3359（12番人気）
3連複票数 計 375435 的中 ��� 4361（21番人気）
3連単票数 計 608988 的中 ��� 876（167番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―11．7―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―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―3F35．6
3 ・（4，8）16（1，3，9）（2，10，13）14（6，5，7）＝（11，12） 4 4，8（1，16）（3，9，13）（2，10，14）（6，7）－5＝11，12

勝馬の
紹 介

ディープミタカ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Gone West デビュー 2013．10．20 京都4着

2011．4．28生 牡2栗 母 アンジェラスキッス 母母 River Fairy 3戦1勝 賞金 6，600，000円
〔競走中止〕 オリエンタルダガー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕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。
（非当選馬） 1頭 ディアルレイル号
（非抽選馬） 1頭 メテオーロ号

3206411月17日 晴 良 （25福島3）第6日 第4競走 ��
��1，150�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

816 ガッサンプレイ 牡3栗 56
54 △杉原 誠人西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 466＋ 61：08．1 4．0�

611 フィンデルムンド 牡5鹿 57 木幡 初広 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム B476－ 41：08．52� 34．2�
36 マーティンオート 牝3鹿 54 太宰 啓介大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 472＋ 41：08．6	 6．6�
23 
 タ カ ミ ル 牡4芦 57 西田雄一郎村田 滋氏 嶋田 潤 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B496± 01：08．81� 193．6�
24 � クルージンミジー 牝4芦 55

54 ☆中井 裕二吉田 和美氏 吉田 直弘 米
Brian O’Rourke
& Derry Meet-
ing Farm

500－12 〃 アタマ 26．1�
35 マ ン リ ー 牡3鹿 56 柴山 雄一古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 504－ 21：08．9クビ 24．9	
714 ジャストフレンズ 牝4鹿 55 中谷 雄太阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 438－ 4 〃 クビ 37．3

47 トーセンプリモ 牝4鹿 55 大野 拓弥島川 �哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム 504－ 61：09．11 57．6�
11 � ア グ ン 4鹿 57 川須 栄彦林 正道氏 友道 康夫 米 Whisper Hill

Farm LLC 538－ 2 〃 アタマ 3．1
510 モレサンドニ 牝3栗 54 中舘 英二密山 根成氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 440＋ 4 〃 ハナ 7．4�
12 
 カハラビスティー 牝4黒鹿55 柴田 大知備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 504－ 61：09．73� 15．2�
612� アンウォンド 牝3栗 54

53 ☆横山 和生�大樹ファーム 菊沢 隆徳 米 Aaron U. Jones
& Marie D. Jones 502－ 21：09．8� 24．6�

59 � ゲ ン テ ン 牡4黒鹿57 松田 大作林 正道氏 矢作 芳人 米 Carol Ham-
mersmith B500± 01：09．9� 8．8�

48 � アンディタード 牝4黒鹿55 吉田 隼人�大樹ファーム 古賀 慎明 米 Mr. & Mrs. C.
W. McNeely III 484－121：10．21	 80．1�

713� ヴォトレメイヤー 5鹿 57 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie
W. Lockhart Jr. B486－ 21：10．73 231．0�

815�
 マルターズアゲイン 牡4鹿 57 古川 吉洋藤田 在子氏 土田 稔 米 Yoshio Fujita B494＋ 41：13．1大差 177．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，777，800円 複勝： 26，283，900円 枠連： 8，851，100円
馬連： 27，729，500円 馬単： 19，330，300円 ワイド： 16，419，700円
3連複： 42，411，900円 3連単： 64，710，900円 計： 219，515，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 590円 � 240円 枠 連（6－8） 2，730円

馬 連 �� 5，090円 馬 単 �� 7，860円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 530円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 10，630円 3 連 単 ��� 49，140円

票 数

単勝票数 計 137778 的中 � 27812（2番人気）
複勝票数 計 262839 的中 � 42997（2番人気）� 9436（9番人気）� 30419（3番人気）
枠連票数 計 88511 的中 （6－8） 2394（9番人気）
馬連票数 計 277295 的中 �� 4021（19番人気）
馬単票数 計 193303 的中 �� 1816（29番人気）
ワイド票数 計 164197 的中 �� 2814（15番人気）�� 8238（3番人気）�� 1782（24番人気）
3連複票数 計 424119 的中 ��� 2945（34番人気）
3連単票数 計 647109 的中 ��� 972（145番人気）

ハロンタイム 9．4―10．7―10．8―11．8―12．8―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．1―30．9―42．7―55．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガッサンプレイ �
�
父 アルカセット �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2012．8．26 札幌3着

2010．4．20生 牡3栗 母 オウシュウフリート 母母 マツクスフリート 11戦2勝 賞金 24，220，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルターズアゲイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月17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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オリオンザプラズマ号・メイショウゾンビ号
（非抽選馬） 1頭 アスターストーム号



3206511月17日 晴 良 （25福島3）第6日 第5競走 ��
��1，700�サラブレッド系2歳

発走11時45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
1：45．6

稍重
不良

712 タガノコルコバード 牡2鹿 55
54 ☆菱田 裕二八木 昌司氏 藤岡 健一 新冠 八木牧場 436 ―1：49．0 5．4�

11 ビクターミノル 牡2鹿 55 松田 大作吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 500 ―1：49．32 5．2�
46 リムショット 牡2栗 55

54 ☆横山 和生松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか 大塚牧場 458 ―1：49．4� 15．3�
47 タガノラプランセス 牝2鹿 54

53 ☆中井 裕二八木 良司氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476 ―1：49．61� 5．3�

34 キンノタマゴ 牡2鹿 55
53 △杉原 誠人田頭 勇貴氏 大和田 成 新ひだか 三石橋本牧場 450 ―1：49．91� 14．3�

610 フクノゲイボルグ 牡2芦 55 丹内 祐次福島 実氏 岩戸 孝樹 日高 瀬戸牧場 462 ―1：50．21� 31．5�
713 ヒ ト シ レ ズ 牝2栗 54 川須 栄彦桜井 忠隆氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 468 ―1：51．05 46．5	
58 アイキャスト 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 日高 富川牧場 426 ―1：51．32 10．9

815 ビ バ ホ ー プ 牝2栗 54 中谷 雄太桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 520 ―1：51．4	 29．8�
35 ナスケンリュウジン 牡2栗 55 太宰 啓介那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 456 ―1：52．46 12．0�
22 ヤサカメジェール 牝2黒鹿54 丸山 元気志邑 宣彦氏 根本 康広 日高 高柳 隆男 510 ―1：52．71� 66．1
23 カミノショウグン 牡2鹿 55 村田 一誠村上 正喜氏 南田美知雄 青森 マニワファーム 450 ―1：53．12	 80．3�
611 プロファウンド 牡2鹿 55 吉田 隼人 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 492 ―1：53．2� 4．2�
59 フレンドファイバー 牝2栗 54 伊藤 工真横尾 晴人氏 清水 美波 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング 424 ―1：54．79 100．1�
814 テ ツ ヤ ク ン 
2栗 55 田中 博康ケンレーシング組合 木村 哲也 新冠 武田 修一 480 ―2：00．8大差 53．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 11，925，900円 複勝： 18，527，200円 枠連： 9，150，900円
馬連： 23，318，200円 馬単： 16，471，100円 ワイド： 11，899，300円
3連複： 31，583，400円 3連単： 52，702，500円 計： 175，578，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 200円 � 220円 � 440円 枠 連（1－7） 1，310円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，500円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 9，500円 3 連 単 ��� 46，870円

票 数

単勝票数 計 119259 的中 � 17499（4番人気）
複勝票数 計 185272 的中 � 27594（3番人気）� 23626（4番人気）� 9448（7番人気）
枠連票数 計 91509 的中 （1－7） 5182（6番人気）
馬連票数 計 233182 的中 �� 12236（4番人気）
馬単票数 計 164711 的中 �� 4248（7番人気）
ワイド票数 計 118993 的中 �� 4449（6番人気）�� 1925（20番人気）�� 1442（25番人気）
3連複票数 計 315834 的中 ��� 2454（30番人気）
3連単票数 計 527025 的中 ��� 830（144番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．8―42．5―55．7―1：08．7―1：22．2―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．3―3F40．3
1
3
8（5，11）－6－12，14（10，13）－（4，15）9（3，7）－1－2
8（6，5，11）－（10，12）－13（15，7）（4，1）＝9，14－（3，2）

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

勝馬の
紹 介

タガノコルコバード �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 タバスコキャット 初出走

2011．4．26生 牡2鹿 母 タバスコムスメ 母母 ビンジンスキー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 タガノラプランセス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テツヤクン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月17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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 テイエムコンドル号・ネクストロード号・ベストヴィジョン号・レオパイレーツ号・ワールドダンス号

3206611月17日 晴 良 （25福島3）第6日 第6競走 ��2，600�サラブレッド系3歳以上
発走12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 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

47 � グランデスバル 牡5栗 57
55 △杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 鵜木 唯義 486± 02：39．1 6．1�

611 フォントルロイ 牡4鹿 57
56 ☆中井 裕二大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 488－ 42：39．41� 18．1�

12 � カンタベリーナイト 牡4鹿 57 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B500± 0 〃 クビ 15．0�
815 ストーンヘンジ 牡5鹿 57 松田 大作 �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 508＋ 22：39．5� 67．4�
23 � モ シ モ シ 牝3黒鹿 53

52 ☆横山 和生小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 406－ 22：39．71	 32．9	
714 マイネルクレイズ 牡3黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 486＋ 22：39．8� 14．3

510 カムイミンタラ 牡3鹿 55 大野 拓弥 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 500＋ 42：39．9� 17．7�
35 アディシオン 牝3鹿 53 太宰 啓介島川 利子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 498－ 6 〃 アタマ 65．8�
816 サングブルー 牡3芦 55 田中 博康吉田 和美氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B446－ 62：40．43 30．2
612 シゲルヘビザ 牡3黒鹿55 国分 恭介森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 502＋ 82：40．82� 49．9�
59 フロールジェナ 牝5鹿 55

52 ▲伴 啓太小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 446＋ 22：41．01	 305．3�
11 オースミミズホ 牝3鹿 53 吉田 隼人�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 454＋ 62：41．1� 3．9�
713 ブリリアントダンス 牡3鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 2 〃 クビ 12．8�
36 エ ス ペ リ ア 牡4栗 57 川須 栄彦佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 458－ 62：41．2クビ 2．7�
24 イースタリーガスト 牡6黒鹿 57

54 ▲原田 和真鶴見 清氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B506＋ 42：41．41	 156．4�
48 � チャンピオンホーク 牡4栗 57 村田 一誠坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 川上 悦夫 470＋ 22：41．71� 67．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，898，900円 複勝： 21，735，300円 枠連： 8，376，800円
馬連： 23，086，100円 馬単： 16，066，400円 ワイド： 13，153，500円
3連複： 32，879，100円 3連単： 54，489，000円 計： 182，685，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 250円 � 450円 � 330円 枠 連（4－6） 3，480円

馬 連 �� 4，630円 馬 単 �� 6，900円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，120円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 15，270円 3 連 単 ��� 77，790円

票 数

単勝票数 計 128989 的中 � 16902（3番人気）
複勝票数 計 217353 的中 � 25562（3番人気）� 11896（6番人気）� 17352（4番人気）
枠連票数 計 83768 的中 （4－6） 1779（15番人気）
馬連票数 計 230861 的中 �� 3682（20番人気）
馬単票数 計 160664 的中 �� 1720（26番人気）
ワイド票数 計 131535 的中 �� 2077（19番人気）�� 2963（12番人気）�� 1319（28番人気）
3連複票数 計 328791 的中 ��� 1590（54番人気）
3連単票数 計 544890 的中 ��� 517（244番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―24．2―36．2―48．4―1：01．4―1：13．7―1：27．0―1：40．1―1：51．9―2：03．7―2：15．2―2：26．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�グランデスバル �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ホークアタック

2008．3．31生 牡5栗 母 ミルフォードスバル 母母 グリーンサムナー 16戦1勝 賞金 17，150，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 オースミミズホ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔調教再審査〕 オースミミズホ号は，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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 イメージガール号・コスモサンチャン号・サチゴロウ号・サニーロック号・ショウナンカリーノ号・

スイートリリック号・タイキサクセション号・テンカイチ号・レッドベルフィーユ号



3206711月17日 晴 良 （25福島3）第6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）

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
1：07．0
1：06．5

良
良

24 シ ェ ー ル 牝3芦 54
52 △杉原 誠人谷水 雄三氏 池上 昌弘 新ひだか カントリー牧場 B438＋ 21：08．7 17．8�

611 ケイアイヴァーゲ 牡3鹿 56 田中 健亀田 和弘氏 白井 寿昭 浦河 日進牧場 438＋ 21：08．8� 3．4�
59 トップルビー 牝5黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 448－ 2 〃 ハナ 8．9�
11 スピードルーラー 牡4鹿 57 西村 太一嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 516＋ 41：08．9� 5．3�
47 トウカイメリー 牝4青鹿 55

52 ▲城戸 義政内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 442－12 〃 ハナ 7．9�
23 ナガレボシイチバン 牡6鹿 57 伊藤 工真尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 小倉 光博 480＋ 4 〃 アタマ 29．0	
816 ロンギングトゥユー 牝4栗 55

54 ☆横山 和生坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 490－ 81：09．0� 13．5

713 ハプスブルク 牡3鹿 56 平野 優片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 442＋ 21：09．21� 51．7�
12 カイシュウタビビト 牡4芦 57

54 ▲花田 大昂飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 秋田牧場 504－ 21：09．41� 7．8�
48 � ハナズルナピエナ 牝4鹿 55

54 ☆中井 裕二M．タバート氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム 428－ 4 〃 クビ 11．8
714 カイルアロマンス 牝4鹿 55 小野寺祐太横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 466＋101：09．5� 125．1�
612 スカイコンフォート 牡4青鹿57 大下 智小林 久義氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ

アーム B466＋ 11：09．71� 195．4�
35 レッドマーキュリー 牝4鹿 55

52 ▲原田 敬伍深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 470－141：09．8� 91．8�
36 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 416－ 21：09．9� 95．4�

815 フ ァ ミ ー ユ 牡3黒鹿56 菅原 隆一吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446－ 21：10．0� 11．1�

510� マーブルメーカー 牝4栗 55
52 ▲伴 啓太下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 聖心台牧場 432－ 81：10．32 84．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，662，300円 複勝： 22，242，200円 枠連： 10，175，600円
馬連： 29，671，000円 馬単： 21，641，100円 ワイド： 15，405，500円
3連複： 45，546，500円 3連単： 68，157，900円 計： 226，502，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 420円 � 180円 � 280円 枠 連（2－6） 2，420円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 7，320円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，760円 �� 690円

3 連 複 ��� 8，560円 3 連 単 ��� 59，960円

票 数

単勝票数 計 136623 的中 � 6071（9番人気）
複勝票数 計 222422 的中 � 11849（9番人気）� 40929（1番人気）� 20570（5番人気）
枠連票数 計 101756 的中 （2－6） 3108（12番人気）
馬連票数 計 296710 的中 �� 7318（12番人気）
馬単票数 計 216411 的中 �� 2184（32番人気）
ワイド票数 計 154055 的中 �� 3409（14番人気）�� 2092（26番人気）�� 5763（4番人気）
3連複票数 計 455465 的中 ��� 3927（28番人気）
3連単票数 計 681579 的中 ��� 839（223番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．2―11．5―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．1―45．6―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ェ ー ル �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Caerleon デビュー 2012．11．17 東京4着

2010．3．21生 牝3芦 母 ブレーヴユアハート 母母 Passamaquoddy 11戦1勝 賞金 13，300，000円
※カイルアロマンス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3206811月17日 晴 良 （25福島3）第6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 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

47 ジーニマジック 牝3鹿 53 吉田 隼人田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 472± 01：46．5 1．8�
22 バ ト ル ゾ ロ 牡3鹿 55 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 西村 和夫 518－ 4 〃 クビ 5．7�
35 フェニーチェ 牝4鹿 55

54 ☆横山 和生広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 462－ 21：46．71 18．4�
59 ヘレナモルフォ 牝4鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 454－ 61：46．8� 28．5�
11 ア ル カ ナ 牝3鹿 53 川島 信二�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋ 2 〃 クビ 11．7�
815 クラウドチェンバー �4鹿 57 大野 拓弥 	キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：46．9クビ 14．3

814� グレイスフラワー 牝4青鹿55 川須 栄彦佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 460－ 6 〃 クビ 10．4�
46 ツインテール 牝5栗 55 国分 恭介山本 英俊氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 486－ 41：47．0� 56．6�
34 � メイショウインロウ 牡4栗 57

56 ☆中井 裕二松本 好雄氏 中村 均 日高 日西牧場 522－ 41：47．21	 30．9
610 ブライテストソード �4栗 57 西田雄一郎 	社台レースホース尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 21：47．3� 113．2�
712 シャイニーデザート 牡7黒鹿57 西村 太一小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 526－101：47．4
 125．9�
713 サクセスカーチス 牡3鹿 55 木幡 初広髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 468＋181：47．61
 118．1�
58 マイネルランスタン 牡3栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 466＋141：47．7
 10．7�
23 � ス キ ピ オ 牡4栗 57 嘉藤 貴行小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 446－ 8 〃 ハナ 212．4�
611 ビ ッ ク ケ ン 牡4鹿 57 松田 大作小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 478－101：48．12
 101．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，083，200円 複勝： 32，508，800円 枠連： 10，347，000円
馬連： 29，194，400円 馬単： 24，296，200円 ワイド： 15，671，100円
3連複： 42，774，100円 3連単： 84，786，700円 計： 256，661，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 200円 � 350円 枠 連（2－4） 580円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 300円 �� 460円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 9，340円

票 数

単勝票数 計 170832 的中 � 76063（1番人気）
複勝票数 計 325088 的中 � 134339（1番人気）� 34023（2番人気）� 14926（7番人気）
枠連票数 計 103470 的中 （2－4） 13193（2番人気）
馬連票数 計 291944 的中 �� 39593（1番人気）
馬単票数 計 242962 的中 �� 22152（1番人気）
ワイド票数 計 156711 的中 �� 14464（1番人気）�� 8497（5番人気）�� 2391（20番人気）
3連複票数 計 427741 的中 ��� 12053（7番人気）
3連単票数 計 847867 的中 ��� 6701（21番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―12．3―12．4―12．2―11．9―11．3―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―35．7―48．1―1：00．3―1：12．2―1：23．5―1：34．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジーニマジック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Alzao デビュー 2012．9．17 中山3着

2010．2．25生 牝3鹿 母 ベッラベリッシモ 母母 Bella Vitessa 14戦2勝 賞金 38，628，000円
〔制裁〕 ジーニマジック号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出走取消馬 タツストロング号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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 ナイトブルーミング号
（非抽選馬） 1頭 カシマシャドウ号



3206911月17日 晴 良 （25福島3）第6日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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

22 � メイショウオトコギ �4栗 57
54 ▲城戸 義政松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 470± 01：45．9 27．1�

23 ゴールデンアタック 牡5栗 57 松田 大作�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 474－10 〃 クビ 8．0�
712 リバティーアゲイン 牡4青鹿57 吉田 隼人阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 484－ 2 〃 アタマ 16．5�
47 プリティーマッハ 牡5芦 57

56 ☆横山 和生越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 448＋ 4 〃 アタマ 12．8�
46 トニーポケット 牡4鹿 57 黛 弘人藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 478－ 21：46．0クビ 3．5�
610 レオネプチューン 牡5鹿 57 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 466－ 21：46．21� 10．9	
814 ソロデビュー 牝4黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二
フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 508＋ 41：46．3クビ 24．2�
815 ユキノスライダー 牡3栗 55

53 △杉原 誠人遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 川端 正博 456＋121：46．51	 19．6�
58 ラ ラ ガ ニ エ 牡3栗 55 荻野 琢真フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 502＋22 〃 アタマ 11．4
11 ジオメトリー 牡3栗 55 柴山 雄一池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 486－ 61：46．81
 17．6�
35 エアロブンバ 牡3栗 55 川須 栄彦 �ラッキーフィールド田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 494＋ 21：46．9� 60．4�
59 コウユーアンドレ 牡3鹿 55 太宰 啓介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 462＋ 2 〃 クビ 6．5�
611 アポロダッシュ 牡4栗 57 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 B480＋101：47．0クビ 6．7�
34 クリノアマダブラム 牝3栗 53

50 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 428－121：47．74 101．5�
713 カラダドリーム 牡3鹿 55

52 ▲花田 大昂子安 裕樹氏 尾形 和幸 浦河 有限会社
松田牧場 500＋121：49．19 66．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，872，200円 複勝： 25，223，500円 枠連： 12，477，400円
馬連： 31，948，300円 馬単： 19，938，800円 ワイド： 17，468，300円
3連複： 48，280，300円 3連単： 85，362，900円 計： 254，571，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，710円 複 勝 � 360円 � 310円 � 420円 枠 連（2－2） 13，550円

馬 連 �� 8，520円 馬 単 �� 24，820円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 3，520円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 39，290円 3 連 単 ��� 437，490円

票 数

単勝票数 計 138722 的中 � 4044（12番人気）
複勝票数 計 252235 的中 � 18613（7番人気）� 22333（3番人気）� 15294（8番人気）
枠連票数 計 124774 的中 （2－2） 680（29番人気）
馬連票数 計 319483 的中 �� 2768（38番人気）
馬単票数 計 199388 的中 �� 593（97番人気）
ワイド票数 計 174683 的中 �� 2552（24番人気）�� 1202（51番人気）�� 2989（16番人気）
3連複票数 計 482803 的中 ��� 907（146番人気）
3連単票数 計 853629 的中 ��� 144（1270番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―12．0―12．0―12．3―12．7―12．8―12．9―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．7―41．7―54．0―1：06．7―1：19．5―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．2
1
3
・（5，13）（4，11）－8（3，12）（2，10）－（9，14）－（1，15）7，6
11，5－3（13，8）－（4，12）（2，10）（9，14）（1，15，7）6

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

勝馬の
紹 介

�メイショウオトコギ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Kris S.

2009．5．16生 �4栗 母 ズ リ 母母 Amizette 16戦1勝 賞金 9，720，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ドリームリーグ号
（非抽選馬） 6頭 サイレンスバード号・ダブルファンタジー号・タマモアルバ号・ターフジェニック号・ツーオブアス号・

ヤギリエスペランサ号

3207011月17日 晴 良 （25福島3）第6日 第10競走 ��
��1，200�福島2歳ステークス

発走14時40分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金750万円毎1�増

福島馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．6
1：07．8

良
良

24 エルカミーノレアル 牡2鹿 55 川須 栄彦広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 468－ 61：08．8 11．7�
47 フ ァ ソ ン 牡2鹿 55 吉田 隼人桐谷 茂氏 高木 登 浦河 ガーベラパー

クスタツド B442± 01：09．01� 3．6�
35 アラタマシャトル 牡2鹿 55 田中 博康荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 462± 0 〃 クビ 13．0�
48 フラワーハート 牝2鹿 54 太宰 啓介花垣 テル氏 本間 忍 新冠 松浦牧場 440－101：09．1	 66．5�
612 クリノコマチ 牝2栗 54 中舘 英二栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 446＋ 21：09．3	 37．6�
611 シャインシュラーク 牡2栗 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 斉藤スタッド 462＋ 8 〃 クビ 39．9	
510 メイショウカイモン 牡2鹿 55 四位 洋文松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 478＋ 81：09．4	 7．5

23 クリノイザナミ 牝2青 54 柴山 雄一栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 412－ 6 〃 アタマ 39．0�
714 イ ス ル ギ 牝2黒鹿54 松田 大作山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 426＋161：09．61� 11．1�
11 デサフィナード 牝2鹿 54 西田雄一郎ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 420－ 6 〃 クビ 181．3�
12 エ ク ス シ ア 牝2鹿 54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 412－ 81：09．7クビ 30．5�
713 マイネルギャルソン 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 21：09．8	 6．9�
36 テルミドール 牝2黒鹿54 黛 弘人ミルファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 408＋ 41：10．01� 5．5�
59 フリュクティドール 牝2鹿 54 菱田 裕二ミルファーム 田中 清隆 日高 戸川牧場 428＋ 81：10．1
 27．2�
815 タカミツスズラン 牝2鹿 54 丸山 元気高橋 光雄氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 448＋ 2 〃 アタマ 22．2�
816 フ ク ノ ト リ 牡2黒鹿55 村田 一誠小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 470＋10 〃 アタマ 16．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，888，000円 複勝： 33，243，000円 枠連： 16，018，000円
馬連： 52，880，800円 馬単： 31，089，100円 ワイド： 25，051，800円
3連複： 74，385，800円 3連単： 120，717，500円 計： 374，274，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 360円 � 150円 � 290円 枠 連（2－4） 1，810円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 910円 �� 2，060円 �� 920円

3 連 複 ��� 10，860円 3 連 単 ��� 64，520円

票 数

単勝票数 計 208880 的中 � 14186（6番人気）
複勝票数 計 332430 的中 � 20528（7番人気）� 75687（1番人気）� 26817（5番人気）
枠連票数 計 160180 的中 （2－4） 6554（7番人気）
馬連票数 計 528808 的中 �� 17735（6番人気）
馬単票数 計 310891 的中 �� 4331（14番人気）
ワイド票数 計 250518 的中 �� 6958（5番人気）�� 2901（25番人気）�� 6801（7番人気）
3連複票数 計 743858 的中 ��� 5059（28番人気）
3連単票数 計1207175 的中 ��� 1381（159番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―10．9―11．5―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―33．8―45．3―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．0
3 ・（6，8）16（5，7）12，15（4，9，14）1（11，13）10，2，3 4 6，8，5，7，16（4，9，12）（1，11，14，15）13（2，3，10）

勝馬の
紹 介

エルカミーノレアル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．7．20 中京8着

2011．4．30生 牡2鹿 母 ショウナンタレント 母母 シ ャ ン ラ ン 4戦2勝 賞金 20，406，000円
〔制裁〕 フラワーハート号の騎手太宰啓介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アポロデイライト号・ウインエフォート号・キンシノキセキ号・コロナプリンセス号
（非抽選馬） 1頭 ピンクノサイロ号



3207111月17日 晴 良 （25福島3）第6日 第11競走
第49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，24．11．17以降25．11．10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 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

59 ダイワファルコン 牡6鹿 57．5 川須 栄彦大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 508－ 61：57．3レコード 8．0�
12 マイネルラクリマ 牡5栗 58 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 482－ 21：57．4� 3．6�
24 ラブイズブーシェ 牡4黒鹿54 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 450－18 〃 クビ 18．7�
510 ディサイファ 牡4鹿 55 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 8 〃 ハナ 2．7�
36 シゲルササグリ 牡4黒鹿54 菱田 裕二森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 502＋ 41：57．5� 16．7�
11 ス ピ リ タ ス 	8栗 55 柴山 雄一 	キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム 446－ 6 〃 クビ 30．6

23 セイクリッドバレー 牡7栗 56 吉田 隼人吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 488－ 41：57．6クビ 132．7�
713
 カワキタフウジン 牡8栗 54 松田 大作川島 吉男氏 中村 均 門別 沖田牧場 516－ 41：57．7� 10．3�
35 トランスワープ 	8鹿 57 大野 拓弥 	キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム 542＋141：57．91� 9．5
612 アップルジャック 牡5黒鹿50 伊藤 工真藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 532＋141：58．21� 27．2�
48 � コスモファントム 牡6鹿 56 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds 526＋ 61：58．62� 78．8�
611 ダイシンプラン 牡8栗 51 横山 和生大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 ノースヒルズマネジメント 518－ 8 〃 アタマ 224．8�
815 ドリームヒーロー 牡6青鹿53 丸山 元気田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 446－ 21：58．7� 87．8�
816 サトノパンサー 牡5鹿 53 川島 信二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 492－ 81：58．8� 83．3�
47 ミキノバンジョー 牡6鹿 56 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 520－ 61：58．9� 24．6�
714 ネ コ パ ン チ 牡7黒鹿55 中谷 雄太桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 B472＋ 42：04．3大差 57．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，445，600円 複勝： 114，972，700円 枠連： 54，137，600円
馬連： 278，903，700円 馬単： 142，505，400円 ワイド： 101，859，100円
3連複： 412，242，600円 3連単： 712，623，800円 計： 1，891，690，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 250円 � 170円 � 490円 枠 連（1－5） 380円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，960円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 5，990円 3 連 単 ��� 33，730円

票 数

単勝票数 計 744456 的中 � 73422（3番人気）
複勝票数 計1149727 的中 � 118993（3番人気）� 221513（2番人気）� 50429（8番人気）
枠連票数 計 541376 的中 （1－5） 105242（1番人気）
馬連票数 計2789037 的中 �� 144975（4番人気）
馬単票数 計1425054 的中 �� 31057（10番人気）
ワイド票数 計1018591 的中 �� 46191（3番人気）�� 12246（24番人気）�� 24833（11番人気）
3連複票数 計4122426 的中 ��� 50816（16番人気）
3連単票数 計7126238 的中 ��� 15596（97番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―10．8―11．7―12．1―12．6―12．3―11．6―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．9―33．7―45．4―57．5―1：10．1―1：22．4―1：34．0―1：45．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9
1
3
14，7－（2，8，9）16（1，5）（6，15）（4，10）（3，13，12）11・（7，2，8，9）10（1，5，6）（14，16，12）4（3，15，13）11

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

勝馬の
紹 介

ダイワファルコン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．11．28 東京3着

2007．3．25生 牡6鹿 母 ダイワルージュ 母母 スカーレットブーケ 33戦8勝 賞金 285，020，000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 キングズクエスト号・マグメル号

3207211月17日 晴 良 （25福島3）第6日 第12競走 ��
��1，200�

そ う ま

相 馬 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 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

510 マ カ ハ 牡4鹿 57 川須 栄彦広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B466－ 21：08．1 8．7�
816� フォーチュンスター 	4鹿 57 吉田 隼人前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 508－ 4 〃 クビ 3．3�
23 ケイアイユニコーン 牡4栗 57 丸山 元気亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 486－ 61：08．31 2．9�
714� ラ ン ザ ン 牡4栗 57 村田 一誠橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 B486± 0 〃 クビ 14．5�
47 アポロダイヤモンド 牝3鹿 54 中舘 英二アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 海馬沢 明 442＋ 8 〃 アタマ 55．7�
11 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 554＋ 21：08．51
 13．1	
12 � バクシンクリチャン 牝4鹿 55 柴田 大知栗本 博晴氏 高市 圭二 平取 コアレススタッド 474＋ 41：08．81� 20．4

36 サンセットスカイ 牡3栗 56 太宰 啓介前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 6 〃 アタマ 37．3�
612 スワンボート 牡3鹿 56 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 458＋ 61：09．01
 30．1�
35 スマートマーチ 牝3鹿 54 田中 健大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 乾 皆雄 444－ 2 〃 ハナ 72．8
24 レイズオブザサン 牡4黒鹿57 松田 大作吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 460＋ 61：09．1クビ 32．5�
713 ユキノラムセス 牡6栗 57 柴山 雄一井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 21：09．2� 85．6�
611 ハイフロンティア 牡3鹿 56 田中 博康 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 クビ 33．5�
59 メイショウコウボウ 牡4黒鹿57 国分 恭介松本 和子氏 佐山 優 浦河 赤田牧場 442－201：09．41
 65．3�
48 � タツフラッシュ 牡5鹿 57 横山 和生村山 忠弘氏 根本 康広 米 New Century

Bloodstock 476± 01：09．5クビ 90．4�
815 モエレフルール 牝4黒鹿55 黛 弘人中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 482－ 81：09．92 9．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，986，800円 複勝： 43，055，000円 枠連： 22，030，000円
馬連： 69，555，000円 馬単： 41，469，000円 ワイド： 30，519，300円
3連複： 94，903，800円 3連単： 174，184，200円 計： 502，703，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 210円 � 140円 � 130円 枠 連（5－8） 1，060円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 670円 �� 490円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 16，360円

票 数

単勝票数 計 269868 的中 � 24606（3番人気）
複勝票数 計 430550 的中 � 42017（3番人気）� 93955（2番人気）� 103672（1番人気）
枠連票数 計 220300 的中 （5－8） 15402（4番人気）
馬連票数 計 695550 的中 �� 26888（7番人気）
馬単票数 計 414690 的中 �� 7949（13番人気）
ワイド票数 計 305193 的中 �� 10113（7番人気）�� 14660（3番人気）�� 37506（1番人気）
3連複票数 計 949038 的中 ��� 40163（2番人気）
3連単票数 計1741842 的中 ��� 7861（29番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．1―11．2―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．1―45．3―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F34．0
3 7（2，16）（10，15，14）（3，4）（8，13）（1，5，6，12）－（9，11） 4 7－（2，16）（10，14）（3，15）（4，13）（1，8）（5，12）6（9，11）

勝馬の
紹 介

マ カ ハ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Irish River デビュー 2011．8．21 札幌1着

2009．4．6生 牡4鹿 母 サークリング 母母 Magic Circle 15戦3勝 賞金 39，567，000円
〔発走状況〕 フォーチュンスター号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 フォーチュンスター号の騎手吉田隼人は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番・13番・12番・11

番）
シルクブルックリン号の騎手西田雄一郎は，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：

4番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 エステージャ号・エーシンクーフラン号・カイルアロマンス号・カシノワルツ号・クランドールゲラン号・

トルピドトウショウ号・フォレストピア号・ラブチャーミー号

３レース目



（25福島3）第6日 11月17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 188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

230，400，000円
5，900，000円
2，200，000円
21，300，000円
64，837，500円
5，160，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
241，000，100円
409，477，900円
175，203，500円
638，567，300円
383，705，900円
288，554，100円
937，393，300円
1，594，276，200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 4，668，178，300円

総入場人員 16，148名 （有料入場人員 11，601名）



平成25年度 第3回福島競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，085頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

1，058，450，000円
2，080，000円
37，800，000円
11，260，000円
97，440，000円
370，316，500円
28，482，000円
10，416，000円

勝馬投票券売得金
1，158，368，000円
1，996，907，400円
841，264，100円
2，721，195，400円
1，757，775，300円
1，313，613，700円
3，930，904，100円
6，728，895，100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 20，448，923，100円

総入場延人員 64，228名 （有料入場延人員 47，703名）
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