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3001311月1日 晴 良 （27福島3）第2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

712 ガルガンチュア 牡2栗 55 大野 拓弥渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤澤 昭勝 420± 01：49．1 10．3�
58 エヌケイボーイ 牡2黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹長谷川兼美氏 菅原 泰夫 新ひだか 畠山牧場 B468＋ 6 〃 クビ 14．2�
611 ハギノグランコート 牡2栗 55 川須 栄彦日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋ 21：49．31� 2．6�
59 レディーゴー 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也髙岡 義雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 490＋101：49．4� 4．4�
47 ビッグランチ 牡2栗 55

52 ▲伴 啓太 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 452＋ 61：49．93 8．4�
46 シャインプラチナム 牝2鹿 54 石橋 脩杉山 忠国氏 堀 宣行 新ひだか 明治牧場 470＋ 81：50．0� 27．1	
610 モリトオオトネ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 いとう牧場 536＋ 61：50．1� 38．2

713 マイネルアクティヴ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 蛯名 利弘 日高 大江牧場 444＋161：50．31� 44．5�
23 コントロールタワー 牡2鹿 55

52 ▲加藤 祥太平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 白井 吉美 442± 01：50．51� 88．2
815 ハヤブサミカリン 牝2芦 54 吉田 隼人武田 修氏 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム 472＋ 21：50．71� 5．4�
11 ス ラ ッ シ ュ 牡2鹿 55 藤懸 貴志山本 武司氏 服部 利之 浦河 冨岡牧場 434－161：50．91� 130．6�
814 シゲルババチャン 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬森中 蕃氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 B444± 01：51．0� 47．2�
34 パープルスクエア 牡2栗 55 中井 裕二中野 銀十氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 480＋ 21：53．3大差 117．8�
22 ドラゴンイモン 牡2黒鹿55 津村 明秀井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 452－ 21：55．5大差 26．0�
35 クラウンアミーラ 牝2青鹿54 丸田 恭介�クラウン 伊藤 伸一 青森 太田ファーム 440＋ 8 〃 アタマ 219．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，567，200円 複勝： 21，807，300円 枠連： 9，092，400円
馬連： 31，423，800円 馬単： 18，721，100円 ワイド： 19，245，400円
3連複： 46，806，300円 3連単： 60，932，100円 計： 222，595，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 260円 � 340円 � 110円 枠 連（5－7） 1，210円

馬 連 �� 6，500円 馬 単 �� 9，460円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 460円 �� 730円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 38，780円

票 数

単勝票数 計 145672 的中 � 11244（5番人気）
複勝票数 計 218073 的中 � 15785（4番人気）� 11067（6番人気）� 81391（1番人気）
枠連票数 計 90924 的中 （5－7） 5794（6番人気）
馬連票数 計 314238 的中 �� 3745（21番人気）
馬単票数 計 187211 的中 �� 1484（32番人気）
ワイド票数 計 192454 的中 �� 2891（18番人気）�� 11396（3番人気）�� 6717（6番人気）
3連複票数 計 468063 的中 ��� 8649（11番人気）
3連単票数 計 609321 的中 ��� 1139（113番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―29．8―42．8―56．3―1：09．3―1：22．4―1：35．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ガルガンチュア �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．9．26 中山5着

2013．4．13生 牡2栗 母 クラウンアスリート 母母 クラウンフォレスト 3戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕ドラゴンイモン号・クラウンアミーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月

1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） 3頭 ウイングラウベン号・サクラブチャン号・シゲルチヌダイ号

3001411月1日 晴 良 （27福島3）第2日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時15分 （芝・右）

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

中央レコード
1：08．5
1：07．8

良
良

48 ラズールリッキー 牝2黒鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 450＋ 21：09．4 22．5�
59 レアドロップ 牝2芦 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 456－ 21：09．71� 23．2�
47 リバティークイーン 牝2黒鹿54 吉田 隼人平川 浩之氏 小笠 倫弘 様似 澤井 義一 456＋101：09．91� 2．4�
611 ローザルージュ 牝2黒鹿 54

53 ☆松若 風馬村上 稔氏 本田 優 新ひだか 久井牧場 484＋ 2 〃 ハナ 5．0�
11 コウセイカルメン 牝2鹿 54 松田 大作杉安浩一郎氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 392＋141：10．22 7．3�
815 レパーズタウン 牝2鹿 54 横山 和生岡田 壮史氏 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 450－ 2 〃 ハナ 103．6�
24 マ ー チ ン 牝2鹿 54

51 ▲加藤 祥太矢野 和雅氏 伊藤 伸一 むかわ 真壁 信一 422＋ 41：10．41� 29．1	
35 サトノアイリ 牝2黒鹿54 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 422± 01：10．72 7．8

36 メロメロパンチ 牝2黒鹿54 大野 拓弥�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 462＋ 61：11．01� 41．6�
714 ミキシングスカイ 牝2青鹿 54

51 ▲木幡 初也小林竜太郎氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 384－ 61：11．32 338．8
12 マジックポケット 牝2黒鹿54 丹内 祐次ライオンレースホース� 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B430－ 61：11．4� 99．2�
816 スウィーティー 牝2黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 424－ 41：11．5� 10．5�
713 タヒテンシス 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 374－ 21：11．6� 226．9�
23 ノーブルオーロラ 牝2栗 54 丸山 元気吉木 伸彦氏 菊川 正達 新ひだか 猪野毛牧場 444＋ 2 〃 クビ 34．8�
510 サンマリエッタ 牝2鹿 54

52 △城戸 義政加藤 信之氏 上原 博之 日高 有限会社
ケイズ 450－ 2 〃 アタマ 15．4�

612 マウシムトウショウ 牝2栗 54 津村 明秀トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480＋ 21：11．7� 33．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，800，300円 複勝： 24，715，300円 枠連： 9，177，100円
馬連： 31，043，700円 馬単： 16，276，600円 ワイド： 18，826，100円
3連複： 44，434，600円 3連単： 51，784，700円 計： 212，058，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，250円 複 勝 � 500円 � 570円 � 140円 枠 連（4－5） 1，050円

馬 連 �� 19，180円 馬 単 �� 35，790円

ワ イ ド �� 5，210円 �� 960円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 17，410円 3 連 単 ��� 138，530円

票 数

単勝票数 計 158003 的中 � 5608（7番人気）
複勝票数 計 247153 的中 � 9961（7番人気）� 8611（9番人気）� 68934（1番人気）
枠連票数 計 91771 的中 （4－5） 6726（3番人気）
馬連票数 計 310437 的中 �� 1254（51番人気）
馬単票数 計 162766 的中 �� 341（100番人気）
ワイド票数 計 188261 的中 �� 899（54番人気）�� 5185（8番人気）�� 3511（15番人気）
3連複票数 計 444346 的中 ��� 1914（55番人気）
3連単票数 計 517847 的中 ��� 271（419番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．8―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．9―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラズールリッキー �
�
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 2015．9．5 新潟11着

2013．5．21生 牝2黒鹿 母 コリンズグラス 母母 ユ キ ミ ザ ケ 2戦1勝 賞金 5，000，000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 カプチーノコースト号

第３回 福島競馬 第２日



3001511月1日 晴 良 （27福島3）第2日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走10時40分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000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
1：43．3
1：41．7

良
不良

44 プレジールシチー 牡4黒鹿57 勝浦 正樹 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 492± 01：45．6 3．1�
55 カズノテナンゴ 牡3栗 55 津村 明秀鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 474＋ 21：46．55 13．4�
33 ツクバローレル 牡5黒鹿57 横山 和生荻原 昭二氏 小野 次郎 青森 ワールドファーム 506＋ 41：46．6� 3．2�
66 アンジェラスベル 牝5鹿 55

52 ▲伴 啓太田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B478＋ 61：47．02� 48．0�
78 シャドウシティー 牡4鹿 57

56 ☆松若 風馬飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478－ 21：47．1� 16．8�
79 イェドプリオル 牡3青鹿55 丸山 元気�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 B526－ 21：47．2� 7．0	
811 テイケイネクサス 牡3鹿 55 川須 栄彦兼松 忠男氏 蛯名 利弘 浦河 中脇 満 448－ 21：47．3� 28．5

22 ラブトゥーマッチ 牡3鹿 55

52 ▲木幡 初也 M・
Kenichiホールディング� 奥平 雅士 新ひだか 折手牧場 490－ 4 〃 ハナ 14．6�

67 トーセンカナロア 牡3鹿 55
52 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 476＋ 61：47．61� 7．5

11 アビエイター 牡4栗 57 丸田 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 広田牧場 544＋101：47．7� 16．1�

810 オトコギイッポン 牡3鹿 55 丹内 祐次飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B494＋ 21：50．0大差 35．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 14，741，100円 複勝： 19，178，700円 枠連： 7，565，600円
馬連： 27，072，000円 馬単： 16，551，100円 ワイド： 17，839，600円
3連複： 38，335，200円 3連単： 53，123，500円 計： 194，406，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 280円 � 140円 枠 連（4－5） 3，320円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 760円 �� 200円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 11，710円

票 数

単勝票数 計 147411 的中 � 37553（1番人気）
複勝票数 計 191787 的中 � 43466（1番人気）� 12740（7番人気）� 37967（2番人気）
枠連票数 計 75656 的中 （4－5） 1761（16番人気）
馬連票数 計 270720 的中 �� 7291（12番人気）
馬単票数 計 165511 的中 �� 2876（16番人気）
ワイド票数 計 178396 的中 �� 5262（11番人気）�� 28898（1番人気）�� 4565（13番人気）
3連複票数 計 383352 的中 ��� 16209（6番人気）
3連単票数 計 531235 的中 ��� 3288（28番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―12．1―13．0―12．8―12．2―12．3―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―30．0―43．0―55．8―1：08．0―1：20．3―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレジールシチー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．2．2 東京1着

2011．5．13生 牡4黒鹿 母 エミネントシチー 母母 ヘップバーンシチー 15戦2勝 賞金 28，270，000円

3001611月1日 晴 良 （27福島3）第2日 第4競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時10分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム2：57．4良

22 エイシンフランキー 牡4芦 60 森 一馬�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 498± 03：00．3 2．9�
89 � プ ラ ス ワ ン 牡4栗 60 草野 太郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 青森 太田ファーム 464－ 23：00．4� 4．7�
77 アイティテイオー 牡7栗 60 大江原 圭一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 470± 03：00．72 3．4�
33 メイケイヘリオス 牡3黒鹿58 黒岩 悠名古屋競馬� 清水 久詞 新ひだか 山本 昇寿 522＋ 83：01．76 26．4�
11 � アスターコリント 	6黒鹿60 林 満明加藤 久枝氏 武田 博 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 526－ 43：02．12� 13．9�
78 オールデフィート 牡4鹿 60 五十嵐雄祐	ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 480± 03：02．2� 6．4

66 タンブルブルータス 牡6鹿 60 石神 深一ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 498＋ 63：02．3
 14．5�
55 テイエムナデューラ 牝4栗 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 タニグチ牧場 440－163：03．25 52．1�
44 エンパイアライン 牝3黒鹿56 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 森 笹川大晃牧場 498＋ 23：03．3
 17．9
810� クリノグランデ 牡5栗 60 上野 翔栗本 博晴氏 星野 忍 日高 ヤナガワ牧場 474± 0 （競走中止） 117．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 12，807，800円 複勝： 13，814，100円 枠連： 7，806，600円
馬連： 24，243，600円 馬単： 16，758，500円 ワイド： 14，045，100円
3連複： 35，398，300円 3連単： 59，897，700円 計： 184，771，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（2－8） 740円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 250円 �� 200円 �� 300円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 3，290円

票 数

単勝票数 計 128078 的中 � 34336（1番人気）
複勝票数 計 138141 的中 � 39048（1番人気）� 21746（3番人気）� 22313（2番人気）
枠連票数 計 78066 的中 （2－8） 8096（3番人気）
馬連票数 計 242436 的中 �� 25986（2番人気）
馬単票数 計 167585 的中 �� 10574（2番人気）
ワイド票数 計 140451 的中 �� 13934（2番人気）�� 19469（1番人気）�� 10824（4番人気）
3連複票数 計 353983 的中 ��� 35316（1番人気）
3連単票数 計 598977 的中 ��� 13199（2番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 51．2－3F 38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→
」
1
�
5，6－7（3，2）8（1，4）－9－10・（7，5）－2，6，9，1－3（8，4）＝10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エイシンフランキー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．2．16 小倉1着

2011．5．8生 牡4芦 母 マサコチャン 母母 チヨダマサコ 障害：9戦1勝 賞金 15，800，000円
〔騎手変更〕 タンブルブルータス号の騎手高野和馬は，第1日第5競走での落馬負傷のため石神深一に変更。
〔競走中止〕 クリノグランデ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。



3001711月1日 晴 良 （27福島3）第2日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走12時00分 （芝・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
1：59．9
1：59．8

良
良

22 ダンツエイコウ 牡2鹿 55
52 ▲�島 克駿山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 488 ―2：05．8 5．5�

46 シャインブライト 牡2芦 55 吉田 隼人了德寺健二氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 468 ―2：06．01� 4．4�
815 シンキングダンサー 牡2栗 55 大野 拓弥佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 478 ― 〃 クビ 40．6�
611 フォーラウェイ 牡2鹿 55 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 462 ―2：06．63� 47．8�
23 トモジャハリーフ 牡2黒鹿 55

52 ▲伴 啓太吉冨 学氏 栗田 博憲 浦河 宮内牧場 442 ― 〃 ハナ 31．8�
712 トウケイダンディ 牡2栗 55 勝浦 正樹木村 信彦氏 清水 久詞 日高 道見牧場 494 ― 〃 クビ 5．0	
11 ウイントリオンフ 牡2鹿 55 黛 弘人
ウイン 奥平 雅士 新ひだか 増本牧場 478 ―2：06．7� 38．7�
713 マイネルビクトリー 牡2鹿 55 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 468 ―2：06．8クビ 9．1�
610 アラディーノ 牡2鹿 55 丸山 元気吉田 和美氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 488 ― 〃 クビ 6．3
35 チ ョ ン マ ゲ 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 444 ―2：06．9� 8．1�
34 キングオブビースト 牡2黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹 
ローレルレーシング 武井 亮 青森 ワールドファーム 472 ―2：07．0� 22．6�
59 イネディットタイド 牡2黒鹿55 田中 博康田島 政光氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 432 ― 〃 クビ 44．7�
814 デルマタクミノカミ 牡2鹿 55 嶋田 純次浅沼 廣幸氏 武井 亮 日高 ファニーヒルファーム 416 ―2：07．21� 83．2�
58 ダンデライオンマル 牡2鹿 55

52 ▲木幡 初也田頭 勇貴氏 武井 亮 新冠 浜口牧場 456 ―2：08．26 70．2�
47 ヤマニンワイバーン 牡2鹿 55 丸田 恭介土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 510 ―2：08．3� 16．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，403，400円 複勝： 18，770，600円 枠連： 12，078，200円
馬連： 30，702，800円 馬単： 17，569，800円 ワイド： 19，065，400円
3連複： 42，555，000円 3連単： 52，708，400円 計： 208，853，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 190円 � 940円 枠 連（2－4） 950円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 380円 �� 3，050円 �� 3，400円

3 連 複 ��� 18，060円 3 連 単 ��� 78，950円

票 数

単勝票数 計 154034 的中 � 22106（3番人気）
複勝票数 計 187706 的中 � 29610（2番人気）� 29611（1番人気）� 3834（11番人気）
枠連票数 計 120782 的中 （2－4） 9772（3番人気）
馬連票数 計 307028 的中 �� 19054（1番人気）
馬単票数 計 175698 的中 �� 5434（3番人気）
ワイド票数 計 190654 的中 �� 14363（1番人気）�� 1506（32番人気）�� 1345（35番人気）
3連複票数 計 425550 的中 ��� 1767（51番人気）
3連単票数 計 527084 的中 ��� 484（227番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―36．3―50．2―1：04．2―1：17．7―1：30．3―1：42．6―1：54．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．5
1
3
・（2，3）（1，5，10）（13，15，12）9（4，6）－（7，11）8，14・（2，3）10（1，5，12）（4，15，6）13（9，7，11）（8，14）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツエイコウ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2013．3．19生 牡2鹿 母 シュガーアート 母母 パレイシャルアフェア 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3001811月1日 晴 良 （27福島3）第2日 第6競走 ��1，150�サラブレッド系3歳以上
発走12時30分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000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
1：06．9
1：06．9

良
良

22 ク ー ゲ ル 牡4栗 57
54 ▲�島 克駿幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 508－101：08．8 1．7�

46 シゲルハダカマツリ 牡3鹿 55 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B534－ 21：09．22� 7．6�
45 リバーコンサート 牝4栗 55

52 ▲井上 敏樹河越 武治氏 作田 誠二 新ひだか 桜井牧場 444＋ 4 〃 ハナ 18．2�
57 モ ポ ー ク 牡3鹿 55 丸田 恭介 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋101：09．52 5．9�
33 フィンデルムンド 牡7鹿 57

54 ▲伴 啓太 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム B484－ 41：09．6� 13．0�
813 ジャイアントアイ 牡3栗 55

54 ☆松若 風馬島田 久氏 松山 将樹 浦河 村中牧場 486－ 61：09．7� 32．9	
69 ア ブ ニ ー ル 牝4鹿 55 石橋 脩中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438± 01：09．91� 20．2

11 � ナンヨールーク 牡4栗 57

54 ▲木幡 初也中村 德也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤原牧場 502－ 21：10．0	 89．6�
712 デルマダイコク 牡6栗 57 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 522－ 21：10．1クビ 37．8�
34 ウップスアデイジイ 牡3鹿 55 丸山 元気平賀 久枝氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 534＋ 61：10．42 79．0
58 � エンジェルミディ 牝4栗 55 津村 明秀�G1レーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 504－101：10．5� 21．3�
610 スイートガーデン 牝4鹿 55 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 502＋ 41：11．35 39．6�
814 ブラックショコラ 牝3黒鹿 53

50 ▲加藤 祥太�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 460－161：11．61	 37．8�
711 クラウンジューン 牡3鹿 55 村田 一誠�クラウン 田中 剛 日高 クラウン日高牧場 466－ 41：14．0大差 184．1�
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売 得 金
単勝： 18，044，500円 複勝： 27，281，500円 枠連： 9，701，900円
馬連： 32，375，300円 馬単： 21，968，400円 ワイド： 21，862，400円
3連複： 45，894，200円 3連単： 72，357，400円 計： 249，485，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 210円 � 340円 枠 連（2－4） 470円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 320円 �� 780円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 3，740円 3 連 単 ��� 7，630円

票 数

単勝票数 計 180445 的中 � 84439（1番人気）
複勝票数 計 272815 的中 � 144746（1番人気）� 19985（3番人気）� 9728（7番人気）
枠連票数 計 97019 的中 （2－4） 15805（2番人気）
馬連票数 計 323753 的中 �� 39222（1番人気）
馬単票数 計 219684 的中 �� 20544（2番人気）
ワイド票数 計 218624 的中 �� 19433（2番人気）�� 6898（9番人気）�� 2834（20番人気）
3連複票数 計 458942 的中 ��� 9190（10番人気）
3連単票数 計 723574 的中 ��� 6870（11番人気）

ハロンタイム 9．3―11．0―11．2―12．0―12．7―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．3―20．3―31．5―43．5―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク ー ゲ ル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2013．11．2 京都3着

2011．3．27生 牡4栗 母 フューチャハッピー 母母 タイセイカグラ 20戦3勝 賞金 45，378，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 クラウンジューン号は，発進不良〔枠内膠着〕。
〔制裁〕 フィンデルムンド号の騎手伴啓太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 クラウンジューン号は，平成27年11月2日から平成27年12月1日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウンジューン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月1日まで平地

競走に出走できない。



3001911月1日 晴 良 （27福島3）第2日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時00分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，000，000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
1：07．0
1：06．5

良
良

35 ハッピーノリチャン 牝3栗 53
50 ▲伴 啓太足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 450＋101：08．4 2．7�

815 ハ ッ シ ュ 牝4芦 55 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476± 01：08．5� 5．9�

12 ユメノマイホーム 牝3栗 53 津村 明秀�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 444＋141：08．81� 37．1�
11 コウユーココロザシ 牝3鹿 53 村田 一誠加治屋貞光氏 松永 康利 新ひだか 武岡農場 506－ 81：09．01� 40．0�
47 	 テ ン テ マ リ 牝4黒鹿55 大野 拓弥中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B444－ 8 〃 アタマ 88．1�
59 ラ ド ゥ ガ 牝5鹿 55 長岡 禎仁�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 462－ 2 〃 ハナ 79．8	
24 ダノンビーナス 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也
ダノックス 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 426－ 6 〃 クビ 5．7�
36 ニューエディション 牝3黒鹿53 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440＋ 6 〃 ハナ 24．5�
510 マカゼコイカゼ 牝5鹿 55 横山 和生國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 430－101：09．1クビ 117．1
48 ジョーヌダンブル 牝4栗 55 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 B490＋12 〃 ハナ 31．8�
23 コスモマイルール 牝4栗 55

52 ▲井上 敏樹岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 440－ 2 〃 クビ 21．0�
713 オールオブユー 牝3栗 53

50 ▲
島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490± 01：09．42 9．7�

612 コリャコリャ 牝4鹿 55 田中 勝春小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 478－ 41：09．61 15．9�
714 ボンボンキャスト 牝3黒鹿53 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 498＋ 41：09．81� 7．6�
611 クインスウィーティ 牝5芦 55

52 ▲加藤 祥太田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 444＋10 〃 ハナ 66．2�
816 ハナズプルメリア 牝3黒鹿 53

51 △城戸 義政M．タバート氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 420＋241：10．11� 28．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，265，700円 複勝： 26，734，800円 枠連： 13，067，800円
馬連： 38，812，600円 馬単： 22，098，200円 ワイド： 23，584，000円
3連複： 55，472，000円 3連単： 70，669，700円 計： 270，704，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 200円 � 510円 枠 連（3－8） 710円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，830円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 11，780円 3 連 単 ��� 34，940円

票 数

単勝票数 計 202657 的中 � 58092（1番人気）
複勝票数 計 267348 的中 � 64422（1番人気）� 34929（3番人気）� 9600（8番人気）
枠連票数 計 130678 的中 （3－8） 14201（3番人気）
馬連票数 計 388126 的中 �� 34119（2番人気）
馬単票数 計 220982 的中 �� 12857（2番人気）
ワイド票数 計 235840 的中 �� 14842（2番人気）�� 3167（18番人気）�� 1768（38番人気）
3連複票数 計 554720 的中 ��� 3530（31番人気）
3連単票数 計 706697 的中 ��� 1466（81番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．1―11．2―11．2―12．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーノリチャン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2014．8．2 新潟6着

2012．2．9生 牝3栗 母 ラストワルツ 母母 パーフェクトサークル 11戦2勝 賞金 21，150，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。

3002011月1日 晴 良 （27福島3）第2日 第8競走 2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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 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
1：57．3
1：56．1

良
良

611 タツゴウゲキ 牡3鹿 55 嶋田 純次鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 470＋ 62：00．8 23．4�
714 レッドクラーケン 牡5鹿 57

54 ▲加藤 祥太 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 494－ 62：01．01� 9．4�
816 レイヨンヴェール 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 初也 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 486－ 82：01．1� 21．2�
612� マンディスキュア 牝4黒鹿55 長岡 禎仁�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 470± 02：01．2� 50．6�
47 ラウレアブルーム 牡3鹿 55

54 ☆松若 風馬横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 480－ 62：01．3� 3．0	
35 マイネルスパーブ 牡6鹿 57 小野寺祐太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 460± 02：01．4� 9．8

36 レジメンタル 牡3栗 55

52 ▲�島 克駿�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 442± 02：01．5クビ 3．6�
48 � スズカビスタ 牡4鹿 57

55 △城戸 義政永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 474＋14 〃 アタマ 98．0�
24 � クリールハヤテ 牡6栗 57 横山 和生横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 484－ 4 〃 クビ 11．9
11 ネルトスグアサ 牡5黒鹿57 原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 470＋ 4 〃 アタマ 59．3�
510 ラ ム レ イ 牝3鹿 53 杉原 誠人山本 剛史氏 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 476＋ 22：01．6クビ 7．7�
59 ニシノマジック 牡3黒鹿55 西村 太一西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 490＋102：02．02� 31．9�
12 � エイシンスペーシア �4栗 57 平野 優岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 450－ 62：02．21	 142．9�
23 アグネスイヴァン 牡3栗 55 藤懸 貴志渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 486＋ 8 〃 ハナ 148．1�
713 エジーサンドレ 牝3芦 53

50 ▲井上 敏樹 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 396＋ 22：03．15 35．2�
815 テイエムレンジャー 牡5鹿 57

54 ▲伴 啓太竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 500＋ 22：03．42 77．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，355，300円 複勝： 21，709，000円 枠連： 12，577，900円
馬連： 37，831，200円 馬単： 21，026，900円 ワイド： 20，962，100円
3連複： 54，421，200円 3連単： 73，724，300円 計： 258，607，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，340円 複 勝 � 890円 � 340円 � 590円 枠 連（6－7） 5，990円

馬 連 �� 16，350円 馬 単 �� 33，480円

ワ イ ド �� 3，910円 �� 5，600円 �� 3，220円

3 連 複 ��� 61，740円 3 連 単 ��� 401，880円

票 数

単勝票数 計 163553 的中 � 5574（8番人気）
複勝票数 計 217090 的中 � 5969（9番人気）� 18529（5番人気）� 9532（7番人気）
枠連票数 計 125779 的中 （6－7） 1627（19番人気）
馬連票数 計 378312 的中 �� 1793（42番人気）
馬単票数 計 210269 的中 �� 471（89番人気）
ワイド票数 計 209621 的中 �� 1383（40番人気）�� 960（53番人気）�� 1685（28番人気）
3連複票数 計 544212 的中 ��� 661（151番人気）
3連単票数 計 737243 的中 ��� 133（906番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―11．7―12．5―13．0―12．6―11．9―11．4―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．7―35．4―47．9―1：00．9―1：13．5―1：25．4―1：36．8―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タツゴウゲキ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．6．6 阪神10着

2012．4．21生 牡3鹿 母 ニシノプルメリア 母母 ニシノムーンライト 6戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 サンドラバローズ号・スリーナイトダリア号・メイショウミソラ号



3002111月1日 晴 良 （27福島3）第2日 第9競走 ��1，150�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 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
1：06．9
1：06．9

良
良

46 ア ヴ ァ ー ル 牝4栗 55
52 ▲加藤 祥太前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 450－101：08．7 12．4�
712 レ デ ィ ー 牝5鹿 55

52 ▲�島 克駿土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 448－ 81：09．02 33．9�
815 ディアドナテロ 牡3黒鹿55 川須 栄彦ディアレスト 池上 昌弘 新冠 武田牧場 482＋101：09．1� 27．5�
23 ダブルフェイス 牡4栗 57 丹内 祐次山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 526－121：09．31� 12．1�
22 メジャーフォルム 牝3栗 53 大野 拓弥 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 ハナ 2．5�
814 カシノトラダマシイ 牡3黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 464± 01：09．4� 122．0	
713	 タ カ ミ ル 牡6芦 57

54 ▲伴 啓太村田 滋氏 星野 忍 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 498± 0 〃 クビ 32．1


35 バ ー ニ ー ズ 牡5栗 57 津村 明秀村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 488± 01：09．5� 10．0�
610 レガリアシチー 牡5鹿 57 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 根本 康広 日高 下河辺牧場 524＋ 4 〃 アタマ 114．1
34 サウスリュウセイ 牡3鹿 55

53 △城戸 義政南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 460－ 21：09．6� 12．4�
59 モントルルシュマン 牡3鹿 55 荻野 琢真藤井 亮輔氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 454± 01：09．91
 27．1�
11 セ ル メ ー ル 牡3鹿 55 吉田 隼人前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 4 〃 クビ 5．2�
611 サンアルパイン 牡3鹿 55 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B504＋30 〃 ハナ 6．8�
58 	 ウールーシュヴァル 牡4鹿 57 村田 一誠井上 修一氏 浅野洋一郎 浦河 谷川牧場 454－ 41：10．32� 45．8�
47 サカダッシュ 牡3鹿 55 黛 弘人一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 ダイヤモンドファーム 486－121：10．61
 72．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，796，200円 複勝： 27，530，000円 枠連： 15，712，700円
馬連： 49，128，000円 馬単： 25，135，000円 ワイド： 27，816，600円
3連複： 62，539，400円 3連単： 90，999，200円 計： 319，657，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 440円 � 700円 � 760円 枠 連（4－7） 8，590円

馬 連 �� 15，210円 馬 単 �� 27，360円

ワ イ ド �� 2，980円 �� 4，830円 �� 7，990円

3 連 複 ��� 106，110円 3 連 単 ��� 545，240円

票 数

単勝票数 計 207962 的中 � 13333（6番人気）
複勝票数 計 275300 的中 � 17212（6番人気）� 10156（9番人気）� 9310（11番人気）
枠連票数 計 157127 的中 （4－7） 1416（29番人気）
馬連票数 計 491280 的中 �� 2502（44番人気）
馬単票数 計 251350 的中 �� 689（81番人気）
ワイド票数 計 278166 的中 �� 2432（35番人気）�� 1484（54番人気）�� 892（67番人気）
3連複票数 計 625394 的中 ��� 442（229番人気）
3連単票数 計 909992 的中 ��� 121（1164番人気）

ハロンタイム 9．4―10．6―11．2―12．0―12．5―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．0―31．2―43．2―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ヴ ァ ー ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2013．7．7 中京3着

2011．3．18生 牝4栗 母 ミッションヒルズ 母母 タイキダイヤ 15戦2勝 賞金 18，370，000円
〔制裁〕 タカミル号の騎手伴啓太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

3002211月1日 晴 良 （27福島3）第2日 第10競走 ��
��1，800�きんもくせい特別

発走14時40分 （芝・右）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．2
1：45．9

良
良

77 ケルフロイデ 牡2鹿 55 石橋 脩 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 472± 01：49．5 8．5�
44 ダンツプリウス 牡2鹿 55 丸山 元気山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 500－ 41：49．71� 10．1�
55 キャプテンペリー 牡2栗 55 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 468＋ 41：49．8� 3．3�
66 スクエアフォールド 	2鹿 55 丸田 恭介 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 アタマ 15．8�
88 マツリダバッハ 牡2青鹿55 吉田 隼人髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 488＋ 61：50．01� 2．6�
33 ガーネットバローズ 牝2鹿 54 勝浦 正樹猪熊 広次氏 奥村 武 新冠 村本牧場 456＋ 81：50．31
 28．8	
11 カープストリーマー 牡2栗 55 松若 風馬 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 510± 01：51．15 4．1

22 ポッドガゼール 牝2青鹿54 横山 和生小川眞査雄氏 武市 康男 新冠 川上 悦夫 452－ 41：51．31� 57．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 31，792，700円 複勝： 26，331，600円 枠連： 発売なし
馬連： 55，840，600円 馬単： 32，622，400円 ワイド： 21，901，100円
3連複： 59，190，200円 3連単： 141，187，000円 計： 368，865，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 220円 � 210円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，900円 馬 単 �� 7，900円

ワ イ ド �� 730円 �� 480円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 31，000円

票 数

単勝票数 計 317927 的中 � 29775（4番人気）
複勝票数 計 263316 的中 � 27176（5番人気）� 29779（4番人気）� 57900（2番人気）
馬連票数 計 558406 的中 �� 11095（15番人気）
馬単票数 計 326224 的中 �� 3097（28番人気）
ワイド票数 計 219011 的中 �� 7344（10番人気）�� 11763（6番人気）�� 13923（4番人気）
3連複票数 計 591902 的中 ��� 16939（10番人気）
3連単票数 計1411870 的中 ��� 3301（107番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―36．1―49．2―1：02．2―1：14．6―1：26．5―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．9
1
3
1，2－（4，5）－（6，7）8－3
1（2，5）（4，7）（6，8）－3

2
4
1（4，2，5）（6，7）8，3・（1，5）（4，2，7）（6，8）3

勝馬の
紹 介

ケルフロイデ �

父 キングカメハメハ �


母父 Monsun デビュー 2015．8．22 新潟1着

2013．2．22生 牡2鹿 母 ケルアモーレ 母母 Qelle Amie 2戦2勝 賞金 17，189，000円



3002311月1日 晴 良 （27福島3）第2日 第11競走 ��
��1，700�福島民友カップ

発走15時20分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬2�
減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

福島民友新聞社長賞（1着）
賞 品

本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

58 � ランウェイワルツ 牡4栗 56 津村 明秀�下河辺牧場 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 498－ 41：44．2 3．0�
712 キ ク ノ ソ ル 牡5鹿 56 丸山 元気菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 510－ 61：44．3	 8．9�
45 ノ ボ バ カ ラ 牡3栗 54 横山 和生�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 492－ 61：44．4
 12．0�
46 ツクバコガネオー �7栗 56 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 540＋101：44．5
 11．1�
22 フィールザスマート 牡4青鹿56 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 508－ 2 〃 アタマ 14．0	
69 ヒラボクマジック 牡7黒鹿56 丸田 恭介�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 512－ 41：44．6
 23．4

57 � ダブルスター 牡6栗 56 大野 拓弥�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 512＋ 11：45．02
 6．1�
34 メイショウソラーレ 牡5鹿 56 松田 大作松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 496＋10 〃 ハナ 31．4�
711� ベルサリエーレ 牡5鹿 56 長岡 禎仁藤田 孟司氏 松下 武士 米 Takeshi

Fujita 488＋ 61：45．1クビ 33．4
813� アメリカンウィナー 牡6青鹿56 島 克駿吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote

Stud, Ltd. 496－ 41：45．2	 40．4�
11 トミケンユークアイ �6黒鹿56 吉田 隼人冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 490＋ 4 〃 クビ 10．6�
33 スターバリオン 牡6芦 56 石橋 脩幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ

ネツ牧場 508＋161：45．3クビ 27．7�
814 ピ ン ポ ン 牡5鹿 56 松若 風馬小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 460－ 61：45．51
 38．4�
610 トゥザレジェンド 牝5栗 54 川須 栄彦 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506－101：45．81	 8．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，059，000円 複勝： 54，478，500円 枠連： 36，230，800円
馬連： 155，670，500円 馬単： 66，028，700円 ワイド： 66，465，300円
3連複： 226，629，500円 3連単： 313，870，600円 計： 957，432，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 210円 � 330円 枠 連（5－7） 840円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 620円 �� 750円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 18，950円

票 数

単勝票数 計 380590 的中 � 98278（1番人気）
複勝票数 計 544785 的中 � 125258（1番人気）� 62619（3番人気）� 33667（7番人気）
枠連票数 計 362308 的中 （5－7） 33378（3番人気）
馬連票数 計1556705 的中 �� 82489（2番人気）
馬単票数 計 660287 的中 �� 23359（2番人気）
ワイド票数 計 664653 的中 �� 28720（3番人気）�� 23160（5番人気）�� 7795（29番人気）
3連複票数 計2266295 的中 ��� 30688（12番人気）
3連単票数 計3138706 的中 ��� 12008（30番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．9―30．1―42．4―54．7―1：06．6―1：18．8―1：31．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�ランウェイワルツ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア フ リ ー ト

2011．3．4生 牡4栗 母 ラウンドダンス 母母 リアルファンシー 18戦4勝 賞金 132，785，000円
地方デビュー 2013．7．17 門別 ［他本会外：2戦0勝］

〔制裁〕 ノボバカラ号の騎手横山和生は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

3002411月1日 晴 良 （27福島3）第2日 第12競走 ��1，200�
あ い づ

会 津 特 別
発走16時00分 （芝・右）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

33 マズイマズイウマイ 牡3栗 55 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 498－ 21：09．1 2．6�
68 ベルモントラハイナ 牝4鹿 55 吉田 隼人�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 460＋ 41：09．31 4．7�
67 グレイスフルワード 牝3鹿 53 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 土田 稔 新ひだか 岡田スタツド 408－ 81：09．4� 31．9�
22 マルクナッテ 牝4栗 55 �島 克駿小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 420＋ 4 〃 ハナ 21．3�
44 キンシノキセキ �4鹿 57 加藤 祥太若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 470－12 〃 ハナ 11．9	
11 	 スズカブレーン 牡3鹿 55 大野 拓弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 480＋ 8 〃 アタマ 5．7

710	 グレンデール 牡4鹿 57 丸山 元気日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 中村 和夫 490＋ 8 〃 クビ 8．8�
56 オールパーパス �4栗 57 田中 勝春前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－101：09．5
 7．4�
79 クラウンテイラー 牡3鹿 55 勝浦 正樹�クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 448＋ 21：09．6� 46．3
55 ファイナルブロー 牡4鹿 57 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 浦河 辻 牧場 426＋ 21：09．7クビ 99．1�
811	 レーヴドプランス �5鹿 57 川須 栄彦岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー

クスタツド 492－141：10．02 49．7�
812 ココロノママニ 牝3黒鹿53 長岡 禎仁�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 泊 寿幸 436± 01：10．1クビ 37．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，076，000円 複勝： 39，418，000円 枠連： 18，624，800円
馬連： 80，660，900円 馬単： 40，237，800円 ワイド： 36，522，200円
3連複： 98，764，200円 3連単： 169，076，500円 計： 518，380，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 150円 � 610円 枠 連（3－6） 620円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，950円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 9，330円 3 連 単 ��� 31，790円

票 数

単勝票数 計 350760 的中 � 106543（1番人気）
複勝票数 計 394180 的中 � 87544（1番人気）� 81003（2番人気）� 10679（8番人気）
枠連票数 計 186248 的中 （3－6） 23240（1番人気）
馬連票数 計 806609 的中 �� 74480（1番人気）
馬単票数 計 402378 的中 �� 21578（1番人気）
ワイド票数 計 365222 的中 �� 30446（1番人気）�� 4499（24番人気）�� 3814（27番人気）
3連複票数 計 987642 的中 ��� 7937（31番人気）
3連単票数 計1690765 的中 ��� 3855（109番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―10．9―11．5―11．5―12．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マズイマズイウマイ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．11．8 福島1着

2012．2．19生 牡3栗 母 モットヒカリヲ 母母 メ ロ ン パ ン 5戦2勝 賞金 20，222，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 キンシノキセキ号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※キンシノキセキ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

３レース目



（27福島3）第2日 11月1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 162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

189，210，000円
6，280，000円
1，230，000円
17，130，000円
57，671，500円
4，794，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
253，709，200円
321，769，400円
151，635，800円
594，805，000円
314，994，500円
308，135，300円
810，440，100円
1，210，331，100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 3，965，820，400円

総入場人員 15，841名 （有料入場人員 13，114名）
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