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3006111月15日 曇 不良 （27福島3）第6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）

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
1：46．3
1：45．6

稍重
不良

712 ポ ロ ス 牝2鹿 54 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 444＋ 61：47．5 19．7�
57 レディーゴー 牝2鹿 54

51 ▲�島 克駿髙岡 義雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 484－ 6 〃 ハナ 2．3�
22 カジノクイーン 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 B456＋ 6 〃 アタマ 20．1�
610 ノーブルブラック 牝2黒鹿54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 日高 北田 剛 434－ 41：47．71� 57．7�
46 デフィニール 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太 �ローレルレーシング 矢野 英一 新冠 川島牧場 B464－ 81：48．12� 76．4	
45 ベルクオーレ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�菅井牧場 竹内 正洋 新冠 大栄牧場 446＋101：48．42 2．6

11 ソットヴォーチェ 牝2鹿 54 幸 英明 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 430－ 21：48．61� 22．0�
69 プリンセスミエル 牝2黒鹿54 丹内 祐次古賀 慎一氏 武井 亮 新ひだか 斉藤スタッド 448＋ 41：49．77 88．3�
34 リフリジェレーター 牝2鹿 54 大野 拓弥青山 英昭氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 470－ 61：49．8� 18．0
814 ワイルドハーブ 牝2鹿 54

52 △城戸 義政 �スピードファーム武藤 善則 浦河 鵜木 唯義 B450＋ 21：49．9� 27．2�
711 ブラウンテヌート 牝2青鹿54 柴山 雄一キャピタルクラブ 松元 茂樹 浦河 地興牧場 466± 01：50．32� 10．4�
813 スリーアリアン 牝2鹿 54 古川 吉洋永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 440－ 21：51．25 16．8�
33 ヤマタケシェンナ 牝2栗 54 丸山 元気山中 佳代氏 根本 康広 日高 門別牧場 488－ 41：51．41 89．6�
58 シゲルハマダイ 牝2黒鹿54 黛 弘人森中 蕃氏 松山 将樹 新ひだか 前田牧場 504＋101：51．61� 97．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，044，400円 複勝： 15，650，800円 枠連： 7，436，700円
馬連： 26，369，400円 馬単： 17，413，300円 ワイド： 15，884，800円
3連複： 40，162，000円 3連単： 56，566，800円 計： 191，528，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 340円 � 120円 � 460円 枠 連（5－7） 500円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 560円 �� 2，440円 �� 820円

3 連 複 ��� 6，300円 3 連 単 ��� 54，600円

票 数

単勝票数 計 120444 的中 � 4871（6番人気）
複勝票数 計 156508 的中 � 8743（4番人気）� 54820（1番人気）� 6020（7番人気）
枠連票数 計 74367 的中 （5－7） 11355（2番人気）
馬連票数 計 263694 的中 �� 13772（4番人気）
馬単票数 計 174133 的中 �� 2829（14番人気）
ワイド票数 計 158848 的中 �� 7619（4番人気）�� 1580（23番人気）�� 4968（8番人気）
3連複票数 計 401620 的中 ��� 4778（17番人気）
3連単票数 計 565668 的中 ��� 751（143番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―11．9―12．5―12．5―12．7―13．1―13．3―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―30．1―42．6―55．1―1：07．8―1：20．9―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポ ロ ス �
�
父 バトルプラン �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2015．10．12 東京6着

2013．4．30生 牝2鹿 母 チチンプイプイ 母母 マヤノジョウオ 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔その他〕 ヤマタケシェンナ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

3006211月15日 曇 不良 （27福島3）第6日 第2競走 ��2，400�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 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
2：30．2
2：28．6

重
不良

36 カフジスター 牡4青鹿 57
54 ▲加藤 祥太加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 B458± 02：33．8 33．0�

815 フォースフィールド 牡3黒鹿 55
52 ▲�島 克駿岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 428＋ 22：33．9� 16．9�

48 ヤマイチキセキ 牡3鹿 55 菱田 裕二坂本 肇氏 山内 研二 森 笹川大晃牧場 484－ 42：34．11� 10．2�
24 メイスンキャプテン 牡6栗 57 柴山 雄一梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 508－122：34．52	 3．9�
510 ウインユニファイド 牡3黒鹿55 丹内 祐次�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 502－ 8 〃 クビ 11．2�
11 
 デルマコテツ 牡4栗 57 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 448＋ 42：34．6	 18．4	
611 キールコネクション 牡3栗 55 黛 弘人水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B472＋ 22：34．7� 8．3

23 メイショウユメハチ 牡3青鹿55 国分 恭介松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 502＋ 62：34．91� 22．3�
59 ストロングバルドル 牡4鹿 57 大野 拓弥村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 474＋ 62：35．0	 23．8�
12 セプテントリオ �5黒鹿57 勝浦 正樹 社台レースホース中舘 英二 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494± 02：35．31� 18．5�
47 ブルースブレイカー 牡3鹿 55 北村 友一市川 義美氏 安田 隆行 新ひだか フジワラフアーム 482± 02：36．25 13．7�
612
 アルピニスト 牡4鹿 57 中谷 雄太吉澤 克己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B500＋ 8 〃 クビ 23．7�
35 ジャコバイティズム 牡3青鹿55 伊藤 工真窪田 康志氏 田村 康仁 新冠 須崎牧場 460－ 42：36．83	 11．1�
816
 グレイスビクトリア 牝4栗 55 長岡 禎仁飯田 良枝氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B456± 02：38．07 238．5�
714 メイショウスターク 牡3青鹿55 古川 吉洋松本 好雄氏 小島 太 浦河 林 孝輝 442＋ 42：38．42	 19．6�
713 カナラズカナラズ 牝3鹿 53

52 ☆松若 風馬小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 450－ 42：39．67 6．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 12，403，800円 複勝： 18，727，500円 枠連： 9，659，100円
馬連： 29，623，300円 馬単： 15，735，100円 ワイド： 19，876，900円
3連複： 46，940，200円 3連単： 50，066，100円 計： 203，032，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，300円 複 勝 � 720円 � 560円 � 410円 枠 連（3－8） 5，650円

馬 連 �� 17，370円 馬 単 �� 30，020円

ワ イ ド �� 4，050円 �� 3，250円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 60，590円 3 連 単 ��� 648，170円

票 数

単勝票数 計 124038 的中 � 3002（15番人気）
複勝票数 計 187275 的中 � 6569（12番人気）� 8806（8番人気）� 12697（6番人気）
枠連票数 計 96591 的中 （3－8） 1323（25番人気）
馬連票数 計 296233 的中 �� 1321（78番人気）
馬単票数 計 157351 的中 �� 393（142番人気）
ワイド票数 計 198769 的中 �� 1260（67番人気）�� 1580（49番人気）�� 1723（41番人気）
3連複票数 計 469402 的中 ��� 581（260番人気）
3連単票数 計 500661 的中 ��� 56（2160番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．0―12．6―13．2―14．3―13．9―13．0―12．3―12．3―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．7―36．7―49．3―1：02．5―1：16．8―1：30．7―1：43．7―1：56．0―2：08．3―2：20．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」 上り4F50．1―3F37．8
1
�
・（7，13）－8（10，15，12）11（1，14）（9，6）（5，3）（16，4）2・（6，7，8，11）（10，12，3）15（1，4）（14，2）（9，5）13－16

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カフジスター �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Star de Naskra デビュー 2013．11．17 京都6着

2011．5．4生 牡4青鹿 母 ム レ イ ニ ー 母母 Malbay 25戦2勝 賞金 18，590，000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 スズカローラー号

第３回 福島競馬 第６日



3006311月15日 曇 不良 （27福島3）第6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）

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
1：43．3
1：41．7

良
不良

11 アスカクイン 牝4栗 55 吉田 隼人上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 480＋ 41：45．8 3．4�
712 ラフェットデメール 牝4黒鹿 55

52 ▲�島 克駿大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B472＋ 21：45．9� 10．1�
22 ナ ス カ ザ ン 牝3鹿 53

50 ▲伴 啓太小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B470± 01：46．0� 12．2�
34 マラカイトスター 牝3栗 53 津村 明秀本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 468＋ 21：46．31� 9．0�
610 モンシュシュ 牝5鹿 55 丸田 恭介 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 512＋ 41：46．4クビ 3．7�
713 アンジェラスベル 牝5鹿 55 柴田 大知田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 480＋ 2 〃 アタマ 24．9	
611 ナイトブルーミング 牝5芦 55 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 470＋181：46．5� 17．7

47 トーセンセラヴィ 牝4黒鹿55 菱田 裕二島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 490＋101：46．92� 6．2�
35 	 バードオンアスク 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹戸賀 智子氏 中舘 英二 新ひだか 藤原牧場 488＋ 61：47．11
 28．9
815	 トーコーヴィオラ 牝5黒鹿 55

52 ▲加藤 祥太森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 470－ 41：47．73� 16．9�
814 パーティブロッサム 牝6黒鹿55 川須 栄彦飯田 良枝氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 482－ 41：48．12� 72．1�
58 	 ノルウェーノモリ 牝4栗 55

54 ☆松若 風馬嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 日高 シンコーファーム 458± 01：48．2� 45．2�
23 ジギースンナー 牝4青鹿55 勝浦 正樹佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 468－121：48．94 183．1�
46 	 チュウワアピール 牝4青鹿55 丹内 祐次中西 忍氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム B514－ 21：49．21� 121．9�
59 	 ホレミンサイヤ 牝3栗 53 長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 オリオンファーム 418－101：49．3� 261．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，990，900円 複勝： 20，826，400円 枠連： 8，757，300円
馬連： 27，543，900円 馬単： 17，189，200円 ワイド： 19，261，900円
3連複： 44，295，900円 3連単： 52，668，000円 計： 204，533，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 250円 � 330円 枠 連（1－7） 1，010円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 540円 �� 740円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 15，610円

票 数

単勝票数 計 139909 的中 � 32387（1番人気）
複勝票数 計 208264 的中 � 50325（1番人気）� 19497（4番人気）� 13217（6番人気）
枠連票数 計 87573 的中 （1－7） 6657（3番人気）
馬連票数 計 275439 的中 �� 13316（4番人気）
馬単票数 計 171892 的中 �� 4766（4番人気）
ワイド票数 計 192619 的中 �� 9635（3番人気）�� 6706（8番人気）�� 3525（16番人気）
3連複票数 計 442959 的中 ��� 9633（7番人気）
3連単票数 計 526680 的中 ��� 2445（30番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―11．6―12．4―13．0―12．4―12．6―12．9―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―29．8―42．2―55．2―1：07．6―1：20．2―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスカクイン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．6．22 函館8着

2011．4．23生 牝4栗 母 グローバルソング 母母 グロリアスバラッド 25戦3勝 賞金 41，330，000円
〔制裁〕 ナイトブルーミング号の騎手丸山元気は，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。

ナスカザン号の騎手伴啓太は，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。

3006411月15日 曇 重 （27福島3）第6日 第4競走 ��2，770�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� コースレコード2：59．3良

45 ウインヤード 牡4鹿 60 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 460＋ 23：08．1 41．6�
57 マイネルマーク 牡7青鹿60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 496＋ 6 〃 クビ 3．1�
22 アルディエス 牡6鹿 60 西谷 誠�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 464＋103：08．41� 7．1�
610 ピタゴラスコンマ 牡6鹿 60 金子 光希髙瀬 真尚氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 498－123：09．46 3．0�
33 プ レ ス リ ー 牡4黒鹿60 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 山口 義彦 496＋ 43：09．5クビ 5．0�
11 アドマイヤイチバン 牝5青鹿58 浜野谷憲尚近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 490－ 2 〃 ハナ 12．0	
46 � 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 520－ 63：09．71	 17．8

712 アサクサニッポン �6青 60 草野 太郎田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482－ 43：10．23 69．2�
58 ユニコーンスター 牡3栗 58 江田 勇亮田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 聖心台牧場 460＋ 83：13．4大差 189．9�
814 メイショウカンベエ 牡3鹿 58 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 436＋ 63：13．72 59．5
69 ヤギリヒマワリ 牝4鹿 58 大江原 圭内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 478＋ 43：13．91 221．9�
813
 ワイルドジーク 牡4栗 60 石神 深一ディアレスト 松永 康利 新冠 ハクツ牧場 466＋ 23：14．64 49．6�
34 ドリームポリーニ 牡3栗 58 小坂 忠士ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 450－ 23：16．3大差 34．2�
711 サ ン セ ド ナ 牝3栗 56 上野 翔加藤 信之氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 460－ 4 （競走中止） 111．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，347，200円 複勝： 13，020，000円 枠連： 7，248，400円
馬連： 22，035，500円 馬単： 14，258，800円 ワイド： 13，626，700円
3連複： 34，758，500円 3連単： 52，774，100円 計： 169，069，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，160円 複 勝 � 730円 � 150円 � 250円 枠 連（4－5） 1，910円

馬 連 �� 4，740円 馬 単 �� 12，520円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 2，870円 �� 590円

3 連 複 ��� 11，350円 3 連 単 ��� 131，930円

票 数

単勝票数 計 113472 的中 � 2181（8番人気）
複勝票数 計 130200 的中 � 3349（8番人気）� 31233（1番人気）� 12849（4番人気）
枠連票数 計 72484 的中 （4－5） 2939（9番人気）
馬連票数 計 220355 的中 �� 3600（14番人気）
馬単票数 計 142588 的中 �� 854（35番人気）
ワイド票数 計 136267 的中 �� 1742（17番人気）�� 1172（26番人気）�� 6373（4番人気）
3連複票数 計 347585 的中 ��� 2295（31番人気）
3連単票数 計 527741 的中 ��� 290（281番人気）
上り 1マイル 1：54．2 4F 55．2－3F 41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインヤード �
�
父 オペラハウス �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．11．9 東京4着

2011．3．11生 牡4鹿 母 レ デ ィ ル ナ 母母 エクスペダイト 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 サンセドナ号は，7号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ピッツネイル号



3006511月15日 曇 重 （27福島3）第6日 第5競走 2，770�サラブレッド系障害3歳以上
発走12時00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� コースレコード2：59．3良

69 アイティテイオー 牡7栗 60 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 472＋ 23：06．6 3．0�
58 � 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± 03：08．7大差 2．8�
33 シップウハヤト 牡4鹿 60 小坂 忠士平田 道子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 454－10 〃 クビ 8．0�
813 ショウリュウバイオ �5栗 60 平沢 健治バイオ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 460－ 23：10．5大差 34．0�
712 ダイゴサクラ 牝3鹿 56 黒岩 悠岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム 464± 03：10．6� 21．6�
45 ル ー 牡5鹿 60 山本 康志武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 464± 03：10．81� 29．0	
11 � ダイメイサンジ 牡6鹿 60 大江原 圭宮本 昇氏 中野 栄治 平取 北島牧場 492± 03：10．9クビ 20．8

57 � ラ ノ ラ ラ ク 牝5栗 58 江田 勇亮�ミルファーム 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 488＋ 23：11．96 11．0�
34 スズカセルリアン 牝3鹿 56 田村 太雅永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 460＋ 23：12．21� 76．9
711 メイショウムロト 牡6鹿 60 高田 潤松本 和子氏 高橋 亮 浦河 本巣 敦 480＋ 43：12．62� 8．7�
610 ハクサンゲイン 牡3栗 58 金子 光希篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 458＋ 23：14．09 141．0�
814 ミリノカイザー 牡3青鹿58 佐久間寛志工藤 圭司氏 森 秀行 新ひだか 桜井牧場 474＋203：15．7大差 152．5�
46 スマートアロー 牡3鹿 58 石神 深一大川 徹氏 武井 亮 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 458＋ 83：16．87 26．8�

22 アイアムライジング 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 528＋123：20．3大差 45．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 12，395，300円 複勝： 16，200，500円 枠連： 9，108，000円
馬連： 23，037，400円 馬単： 15，608，300円 ワイド： 15，952，000円
3連複： 40，281，100円 3連単： 59，479，800円 計： 192，062，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連（5－6） 330円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 170円 �� 430円 �� 350円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 3，100円

票 数

単勝票数 計 123953 的中 � 32096（2番人気）
複勝票数 計 162005 的中 � 48214（1番人気）� 42981（2番人気）� 15023（3番人気）
枠連票数 計 91080 的中 （5－6） 21363（1番人気）
馬連票数 計 230374 的中 �� 48823（1番人気）
馬単票数 計 156083 的中 �� 14559（2番人気）
ワイド票数 計 159520 的中 �� 29532（1番人気）�� 8107（5番人気）�� 10213（3番人気）
3連複票数 計 402811 的中 ��� 32505（2番人気）
3連単票数 計 594798 的中 ��� 13881（4番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 53．2－3F 40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイティテイオー �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2010．11．21 東京7着

2008．5．5生 牡7栗 母 ローレルデフィー 母母 ブランディニー 障害：14戦1勝 賞金 22，000，000円
〔制裁〕 ダイゴサクラ号の騎手黒岩悠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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） 1頭 タイキフロンティア号
（非抽選馬） 2頭 コーリンジャヴロー号・セイクリッドロード号

3006611月15日 曇 不良 （27福島3）第6日 第6競走 ��
��1，700�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 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

58 ヴァージナル 牡3芦 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 554＋181：45．1 5．1�
611� ドラゴンキングダム 牡4黒鹿57 津村 明秀窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 米 Stonehaven

Steadings 532± 01：45．31	 4．5�
59 � アースコネクター 牡4栗 57 中谷 雄太 �グリーンファーム和田 正道 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

B500－ 21：45．51	 3．9�
34 バイタルフォルム 牡5黒鹿57 大野 拓弥髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 494＋ 21：45．71
 23．9�
713� コスモナチュラル 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 米 Margaux

Farm LLC 494＋ 2 〃 ハナ 12．5	
47 � トゥールモンド �5栗 57

54 ▲伴 啓太 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael
Verspieren 462± 01：45．8
 22．4


610 オアフライダー 牡5鹿 57 幸 英明 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 タバタファーム 484－ 2 〃 ハナ 29．0�
815 コ マ ク サ 牡3黒鹿55 丸山 元気江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 466＋ 2 〃 アタマ 17．0�
35 コスモムルジム 牡3青鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 山野牧場 488± 01：45．9
 13．1
22 � スリーマキシマム 牡4鹿 57

56 ☆松若 風馬永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 490＋ 8 〃 ハナ 83．7�
23 ツクバイーメーカー 牡3鹿 55 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 新冠 ムラカミファーム 502－ 21：46．0
 8．0�
11 ノワールギャルソン 牡3黒鹿55 菱田 裕二ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 B428－20 〃 アタマ 39．1�
46 アガスティア 牡4黒鹿57 石橋 脩 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 532＋161：46．53 53．4�
814� メ イ ジ ン 牡4栗 57 丸田 恭介國分 純氏 蛯名 利弘 日高 スマイルファーム 466－ 21：47．13
 21．6�
712 ノーブルクリスタル 牡3鹿 55 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞湖 レイクヴィラファーム 470－ 61：47．2
 57．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，350，900円 複勝： 25，240，800円 枠連： 12，603，300円
馬連： 36，147，200円 馬単： 18，490，200円 ワイド： 24，779，200円
3連複： 54，104，200円 3連単： 65，123，600円 計： 253，839，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 160円 � 140円 枠 連（5－6） 610円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 710円 �� 510円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 11，110円

票 数

単勝票数 計 173509 的中 � 26997（3番人気）
複勝票数 計 252408 的中 � 35676（3番人気）� 38962（2番人気）� 50118（1番人気）
枠連票数 計 126033 的中 （5－6） 16007（1番人気）
馬連票数 計 361472 的中 �� 14578（3番人気）
馬単票数 計 184902 的中 �� 4088（6番人気）
ワイド票数 計 247792 的中 �� 8434（6番人気）�� 12477（2番人気）�� 17378（1番人気）
3連複票数 計 541042 的中 ��� 20658（1番人気）
3連単票数 計 651236 的中 ��� 4246（6番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．5―12．4―12．6―12．8―12．5―12．7―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．4―41．8―54．4―1：07．2―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4F50．7―3F37．9
1
3
14，9，15（5，13，11）（4，8）－（3，6）－（2，12）－1（7，10）・（14，9，15，11）（5，13，8，6，10）4（3，12）（2，1，7）

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

勝馬の
紹 介

ヴァージナル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．11．15 福島1着

2012．3．17生 牡3芦 母 ベビーグランド 母母 ホワットケイティーディド 2戦2勝 賞金 14，000，000円
〔制裁〕 ドラゴンキングダム号の騎手津村明秀は，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。
※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 サリレモンド号・ミキノグランプリ号



3006711月15日 曇 重 （27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）

500万円以下；負担重量は，3歳56�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
1：07．0
1：06．5

良
良

714 ミンナノプリンセス 牝3黒鹿54 丸山 元気�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 452± 01：10．9 7．4�
612� オ ウ ノ ミ チ 牡4黒鹿 57

54 ▲加藤 祥太小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 474＋ 2 〃 クビ 5．5�
816 マサノハナチャン 牝4鹿 55 杉原 誠人中村 時子氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 448－ 6 〃 ハナ 74．6�
815 ゼンノイザナギ 牡3栗 56

53 ▲�島 克駿大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 482＋ 2 〃 ハナ 8．3�
12 ウィズアットレース 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 424－ 41：11．0クビ 18．8�
36 クラウドチェンバー �6鹿 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 アタマ 5．0	
611 シャインプレイン 牝4栗 55 丸田 恭介
ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514－12 〃 アタマ 86．1�
510 シンラバンショウ 牝3鹿 54 菱田 裕二 
グリーンファーム新開 幸一 安平 ノーザンファーム 414－ 61：11．1クビ 17．4�
48 ル ア ン ジ ュ 牝3青 54 幸 英明 
ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 470± 0 〃 アタマ 9．6
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 436± 0 〃 クビ 9．1�
47 デュアルメジャー 牡3青鹿56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494＋281：11．3	 7．6�
59 カボスチャン 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 430＋ 21：11．4
 24．0�
11 タカミツスズラン 牝4鹿 55 勝浦 正樹タカミツ
 高橋 裕 日高 新井 弘幸 454－ 61：11．72 15．7�
24 ハ ナ モ モ 牝3黒鹿54 柴田 大知藤沼 利夫氏 金成 貴史 新ひだか 金 宏二 456－ 41：11．91 111．0�
713 オーラクィーン 牝3芦 54 長岡 禎仁福島 祐子氏 小島 茂之 新ひだか 岡野牧場 442＋ 41：12．11� 126．2�
35 クラウンデュナミス 牝4黒鹿55 古川 吉洋矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 456－ 61：13．05 60．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，925，200円 複勝： 26，086，700円 枠連： 10，455，700円
馬連： 37，352，400円 馬単： 18，944，700円 ワイド： 23，503，800円
3連複： 55，438，400円 3連単： 66，841，100円 計： 256，548，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 330円 � 220円 � 1，640円 枠 連（6－7） 2，790円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 6，430円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 10，320円 �� 8，040円

3 連 複 ��� 64，460円 3 連 単 ��� 209，780円

票 数

単勝票数 計 179252 的中 � 19128（3番人気）
複勝票数 計 260867 的中 � 21147（6番人気）� 36098（2番人気）� 3405（14番人気）
枠連票数 計 104557 的中 （6－7） 2895（16番人気）
馬連票数 計 373524 的中 �� 9540（9番人気）
馬単票数 計 189447 的中 �� 2209（22番人気）
ワイド票数 計 235038 的中 �� 4855（11番人気）�� 577（72番人気）�� 742（61番人気）
3連複票数 計 554384 的中 ��� 645（186番人気）
3連単票数 計 668411 的中 ��� 231（799番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．1―12．0―11．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―33．9―45．9―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミンナノプリンセス �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2015．2．15 小倉7着

2012．3．14生 牝3黒鹿 母 カワカミプリンセス 母母 タカノセクレタリー 5戦2勝 賞金 11，600，000円
〔制裁〕 オウノミチ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50，000円。

ゼンノイザナギ号の騎手�島克駿は，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。
※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 フクノグローリア号

3006811月15日 曇 重 （27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 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
1：45．3
1：43．9

良
良

713 フェルメッツァ 牡4鹿 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－ 21：50．9 3．5�

714 ウインマハロ 牝3鹿 53 柴田 大知�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 424＋ 4 〃 ハナ 5．8�
47 ブレイクザポケット 牡3鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 2 〃 クビ 4．5�
11 アドマイヤライン 牡5青鹿57 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 444－ 21：51．21� 9．7�
24 クリーブラット 牡4芦 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450－ 8 〃 クビ 21．4	
816� 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± 01：51．41� 37．0

510 ラッシュアタック 牡3鹿 55 勝浦 正樹 �キャロットファーム 菊川 正達 洞	湖 レイクヴィラファーム 492＋ 81：51．5クビ 9．0�
12 エイブルボス 牡3黒鹿55 丸田 恭介中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 460－ 61：52．13� 9．1�
612� アサクサゴールド 牡5黒鹿57 大野 拓弥田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 450－161：52．2� 98．2
611 イ オ ラ ニ 
4黒鹿 57

54 ▲加藤 祥太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 482± 0 〃 クビ 38．3�

815 カスクストレングス 牡3黒鹿55 嘉藤 貴行芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 棚川 光男 476－ 41：52．41� 222．4�
59 ジョンブドール 牝3鹿 53 石橋 脩 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 432－101：52．5クビ 17．2�
36 � キ ン コ バ ン 牡4栗 57

55 △城戸 義政熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 480± 01：52．81� 38．4�
35 マイネルシェルト 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 3 〃 クビ 35．9�
23 マイネルランスタン 牡5栗 57 黛 弘人 �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 462－ 21：53．01 63．6�
48 ライフトップガン 牡5鹿 57 幸 英明谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 498＋24 〃 クビ 94．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，353，800円 複勝： 25，190，300円 枠連： 13，996，500円
馬連： 37，037，000円 馬単： 19，078，800円 ワイド： 22，417，600円
3連複： 53，876，500円 3連単： 63，059，300円 計： 252，009，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 170円 � 150円 枠 連（7－7） 1，290円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 400円 �� 290円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 7，880円

票 数

単勝票数 計 173538 的中 � 39546（1番人気）
複勝票数 計 251903 的中 � 61805（1番人気）� 33087（3番人気）� 41296（2番人気）
枠連票数 計 139965 的中 （7－7） 8396（5番人気）
馬連票数 計 370370 的中 �� 26781（2番人気）
馬単票数 計 190788 的中 �� 7207（3番人気）
ワイド票数 計 224176 的中 �� 13973（2番人気）�� 21565（1番人気）�� 9324（3番人気）
3連複票数 計 538765 的中 ��� 21678（1番人気）
3連単票数 計 630593 的中 ��� 5796（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．2―50．4―1：03．0―1：14．5―1：26．5―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェルメッツァ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．7．20 中京1着

2011．5．11生 牡4鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト 17戦3勝 賞金 52，387，000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 ヤマニンシバルリー号



3006911月15日 曇 不良 （27福島3）第6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56�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

11 � サウスキング 牡4黒鹿57 伊藤 工真南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 480－ 21：08．1 4．8�
59 � アペルトゥーラ 牡4栗 57

54 ▲�島 克駿 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 504± 01：08．31� 3．1�

816 ミカルベウス 牝4芦 55 丹内 祐次尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 480－ 41：08．61	 24．0�
713 カシノスティーヴ 牡4栗 57 柴山 雄一柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 514± 01：08．7	 4．2�
714 メイショウサンゾウ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 518＋161：08．8	 37．6�
612 オーロラッシュ 牡3鹿 56 丸山 元気山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 438－ 61：08．9
 18．8	
611 ディアドナテロ 牡3黒鹿56 川須 栄彦ディアレスト 池上 昌弘 新冠 武田牧場 B484＋ 21：09．0クビ 16．8

510 トウカイインパルス 牡5青鹿 57

56 ☆松若 風馬内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 528＋ 21：09．1	 19．4�
23 ユ ウ ユ ウ 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム B456＋ 41：09．2
 50．7�
12 ユキノマルガリータ 牝5鹿 55

53 △城戸 義政井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 8 〃 クビ 42．3
47 オーシャンヒーロー 牡4栗 57 柴田 未崎上田 宗義氏 田所 秀孝 新冠 競優牧場 514＋ 6 〃 ハナ 24．9�
24 デルマシズカチャン 牝4栗 55 長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 478－ 61：09．3
 314．8�
35 リバーコンサート 牝4栗 55

52 ▲加藤 祥太河越 武治氏 作田 誠二 新ひだか 桜井牧場 438－ 61：09．4
 17．3�
36 ディスティニーガイ 牡3鹿 56 岩部 純二石瀬 浩三氏 奥平 雅士 新冠 ラツキー牧場 492－ 41：09．61
 10．2�
815� エクセレントミノル 牡4鹿 57 津村 明秀吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 474－ 61：10．02
 195．0�
48 マ チ ル ダ 牝4栗 55 国分 恭介萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 470＋ 8 〃 クビ 83．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，624，100円 複勝： 28，204，200円 枠連： 13，113，200円
馬連： 45，447，000円 馬単： 22，859，400円 ワイド： 26，353，400円
3連複： 61，854，500円 3連単： 83，239，100円 計： 301，694，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 150円 � 430円 枠 連（1－5） 680円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，770円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 6，290円 3 連 単 ��� 26，600円

票 数

単勝票数 計 206241 的中 � 33827（3番人気）
複勝票数 計 282042 的中 � 43659（3番人気）� 56662（1番人気）� 12762（9番人気）
枠連票数 計 131132 的中 （1－5） 14921（1番人気）
馬連票数 計 454470 的中 �� 38587（2番人気）
馬単票数 計 228594 的中 �� 8670（5番人気）
ワイド票数 計 263534 的中 �� 17783（2番人気）�� 3630（20番人気）�� 4115（19番人気）
3連複票数 計 618545 的中 ��� 7374（16番人気）
3連単票数 計 832391 的中 ��� 2268（61番人気）

ハロンタイム 9．3―10．7―11．2―12．0―12．3―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．3―20．0―31．2―43．2―55．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サウスキング �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク

2011．4．9生 牡4黒鹿 母 シルクテンダー 母母 シルヴアード 12戦2勝 賞金 22，350，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 アペルトゥーラ号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジャストサウンド号
（非抽選馬） 5頭 エイシンファイヤー号・グランドデザイン号・ゴールデンアタック号・シゲルゴホウサイ号・デルマダイコク号

3007011月15日 晴 重 （27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800万円毎1�増

福島馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．8

良
良

24 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 452＋ 21：11．1 25．6�
23 コスモアルコン 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 帰山 清貴 504＋ 41：11．31 3．4�
47 アルマククナ 牝2鹿 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 大西ファーム 416－ 21：11．51� 91．6�
611 フ ァ ド 牝2栗 54 幸 英明森岡 幸人氏 矢野 英一 日高 浜本牧場 474± 0 〃 アタマ 7．6�
48 アラモアナワヒネ 牝2栗 54 石橋 脩横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 454＋ 6 〃 ハナ 8．8�
11 ク ナ ウ 牝2鹿 54 津村 明秀�北島牧場 松山 将樹 平取 北島牧場 466－ 81：11．71� 9．8	
12 エピックマジック 牝2青鹿54 丸田 恭介松浦 快之氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 468－181：11．8クビ 21．9

59 ファジーネーブル 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 414＋ 61：12．01� 165．4�
816 バ オ バ ブ 牝2芦 54 松若 風馬 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 436± 0 〃 クビ 17．9�
35 バシレウスライオン 牡2鹿 55 柴山 雄一ライオンレースホース 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460－101：12．1クビ 2．9�
815 ミキノドラマー 牡2鹿 55 丹内 祐次谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 488＋141：12．31	 23．4�
510 ハタノインサイト 牝2鹿 54 古川 吉洋 �グッドラック・ファーム 小島 太 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 482＋ 41：13．25 46．0�
612 グリマープリンセス 牝2鹿 54 川須 栄彦ザ・ヒルズ 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 414＋ 41：14．26 68．8�
36 ペイシャオブマーシ 牝2鹿 54 井上 敏樹北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 454－ 4 〃 クビ 46．9�
714 ニシノグリーディ 牝2鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 坂 牧場 434＋ 2 〃 アタマ 77．6�
713 メイショウマイカゼ 牝2黒鹿54 北村 友一松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 424＋ 21：14．62	 102．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，560，500円 複勝： 34，973，200円 枠連： 17，583，900円
馬連： 65，396，200円 馬単： 34，514，900円 ワイド： 35，214，400円
3連複： 90，021，100円 3連単： 127，462，800円 計： 432，727，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，560円 複 勝 � 670円 � 170円 � 1，410円 枠 連（2－2） 4，530円

馬 連 �� 4，220円 馬 単 �� 12，210円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 15，600円 �� 4，800円

3 連 複 ��� 68，400円 3 連 単 ��� 358，180円

票 数

単勝票数 計 275605 的中 � 8606（9番人気）
複勝票数 計 349732 的中 � 11521（8番人気）� 75757（2番人気）� 5151（12番人気）
枠連票数 計 175839 的中 （2－2） 3006（16番人気）
馬連票数 計 653962 的中 �� 11990（15番人気）
馬単票数 計 345149 的中 �� 2120（38番人気）
ワイド票数 計 352144 的中 �� 7616（13番人気）�� 569（94番人気）�� 1868（44番人気）
3連複票数 計 900211 的中 ��� 987（172番人気）
3連単票数 計1274628 的中 ��� 258（844番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．3―11．8―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．3―46．1―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．8
3 ・（4，12）（3，14）（2，5，11，15）16（6，8，10）（9，1）－（7，13） 4 ・（3，4）（2，5，12，15）11（8，16）（1，14）（6，9，10）7－13
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 3戦2勝 賞金 21，357，000円
〔制裁〕 エピックマジック号の騎手丸田恭介は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グリマープリンセス号・ペイシャオブマーシ号・ニシノグリーディ号・メイショウマイカゼ号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月15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 エスペランサリュウ号・レイリオン号
（非抽選馬） 1頭 フレンチイデアル号



3007111月15日 晴 重 （27福島3）第6日 第11競走
第51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，26．11．15以降27．11．8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 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

11 ヤマカツエース 牡3栗 54 津村 明秀山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 486＋ 82：02．5 5．5�
48 ミ ト ラ �7黒鹿57．5 柴山 雄一吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 510－ 22：02．71 4．2�
713 ファントムライト 牡6黒鹿55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：03．02 7．3�
47 ステラウインド 牡6黒鹿56 北村 友一前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 486＋ 2 〃 アタマ 11．1�
12 マイネルミラノ 牡5栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B482－ 4 〃 ハナ 6．1	
816 メイショウカンパク 牡8黒鹿53 古川 吉洋松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 484± 02：03．21� 125．4

714 バロンドゥフォール 牡5鹿 54 石橋 脩窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 ハナ 13．4�
36 フレイムコード 牝6鹿 52 菱田 裕二�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 480＋162：03．3クビ 18．4�
612 フラアンジェリコ 牡7栗 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 510－10 〃 クビ 21．1
23 シャイニープリンス 牡5青鹿56 松若 風馬小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 498＋ 22：04．15 13．9�
611 セ キ シ ョ ウ 牝5青鹿51 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 B500－12 〃 クビ 66．3�
24 	 アンコイルド 牡6鹿 55 中谷 雄太�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC B492＋ 62：04．2クビ 35．3�
35 メイショウスザンナ 牝6鹿 54 
島 克駿松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 B472＋ 22：04．94 20．9�
815 フィロパトール 牝6鹿 51 藤懸 貴志髙橋 貴士氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 472－ 22：05．22 108．0�
510 メイショウナルト �7鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 454＋ 62：05．3クビ 19．7�
59 ノットフォーマル 牝3黒鹿51 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 466＋ 2 〃 クビ 24．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，699，900円 複勝： 97，142，400円 枠連： 77，548，900円
馬連： 340，203，900円 馬単： 129，330，700円 ワイド： 139，603，400円
3連複： 543，258，400円 3連単： 683，163，100円 計： 2，085，950，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 160円 � 210円 枠 連（1－4） 560円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 510円 �� 810円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 10，870円

票 数

単勝票数 計 756999 的中 � 108165（2番人気）
複勝票数 計 971424 的中 � 130318（2番人気）� 174670（1番人気）� 112663（3番人気）
枠連票数 計 775489 的中 （1－4） 106323（1番人気）
馬連票数 計3402039 的中 �� 182983（1番人気）
馬単票数 計1293307 的中 �� 39319（1番人気）
ワイド票数 計1396034 的中 �� 71092（1番人気）�� 42442（5番人気）�� 65867（2番人気）
3連複票数 計5432584 的中 ��� 145818（1番人気）
3連単票数 計6831631 的中 ��� 45544（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―12．2―12．8―12．4―12．1―12．6―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．5―35．3―47．5―1：00．3―1：12．7―1：24．8―1：37．4―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツエース �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．6．22 函館6着

2012．3．22生 牡3栗 母 ヤマカツマリリン 母母 イクセプトフォーワンダ 14戦4勝 賞金 142，999，000円
〔制裁〕 メイショウナルト号の騎手幸英明は，前検量について注意義務を怠り戒告。
※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 アロマカフェ号・ネコタイショウ号・マデイラ号

3007211月15日 晴 重 （27福島3）第6日 第12競走 ��
��1，200�

い い ざ か お ん せ ん

飯 坂 温 泉 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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

11 スプリングサヴァン 牝4鹿 55 伊藤 工真加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 442－ 21：11．2 16．4�
510 リミットブレイク 牡3鹿 56 川須 栄彦 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B520＋ 81：11．3� 9．3�
24 ハコダテローズ 牝3鹿 54 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 422＋ 2 〃 クビ 22．3�
59 ツクバアラモード 牝5栗 55 嘉藤 貴行細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 B470＋101：11．4� 85．7�
714	 ジェントルヴァウ 牝3鹿 54 吉田 隼人窪田 康志氏 藤原 英昭 米 Claiborne

Farm 458－ 21：11．5� 4．9�
47 
 テ ン テ マ リ 牝4黒鹿55 丸山 元気中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B442－ 2 〃 クビ 28．7	
713 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 412－ 81：11．6クビ 9．4

36 ショウナンマキシム 牝3鹿 54 勝浦 正樹国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 416－14 〃 クビ 84．3�
815 イタリアンフェッテ 牝4鹿 55 柴田 大知芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 410－ 41：11．7� 142．2�
23 メジャーフォルム 牝3栗 54 大野 拓弥 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 450－ 4 〃 クビ 6．4
816 シェーネフラウ 牝3黒鹿54 黛 弘人�ターフ・スポート大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 484－181：11．8� 34．1�
35 ベルモントラハイナ 牝4鹿 55 松若 風馬�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 458－ 2 〃 ハナ 3．3�
611 スピーディユウマ 牝5青鹿55 長岡 禎仁竹國美枝子氏 竹内 正洋 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋121：11．9クビ 192．2�
612 ウエスタンユーノー 牝4芦 55 石橋 脩西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 482－ 81：12．0� 7．9�
12 	 ヘニースウィフト 牡3栗 56 津村 明秀窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 米 Clear Creek

Stud LLC 484＋ 4 〃 ハナ 43．4�
48 マコトグナイゼナウ 牡3青鹿56 幸 英明�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 444＋101：14．1大差 34．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，439，100円 複勝： 37，356，900円 枠連： 21，924，200円
馬連： 77，127，700円 馬単： 38，123，000円 ワイド： 35，685，800円
3連複： 101，125，100円 3連単： 144，844，100円 計： 485，625，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 440円 � 350円 � 570円 枠 連（1－5） 4，530円

馬 連 �� 7，380円 馬 単 �� 13，870円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 3，420円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 36，720円 3 連 単 ��� 225，830円

票 数

単勝票数 計 294391 的中 � 14350（7番人気）
複勝票数 計 373569 的中 � 22393（7番人気）� 29636（5番人気）� 16449（8番人気）
枠連票数 計 219242 的中 （1－5） 3749（20番人気）
馬連票数 計 771277 的中 �� 8092（26番人気）
馬単票数 計 381230 的中 �� 2061（50番人気）
ワイド票数 計 356858 的中 �� 3797（26番人気）�� 2678（37番人気）�� 3468（31番人気）
3連複票数 計1011251 的中 ��� 2065（120番人気）
3連単票数 計1448441 的中 ��� 465（687番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．3―11．8―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．6―46．4―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スプリングサヴァン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 イシノサンデー デビュー 2014．3．16 中山1着

2011．5．1生 牝4鹿 母 スプリングレディー 母母 スプリングジニア 10戦2勝 賞金 19，882，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 アルマダクロス号・アンジェリー号・イスルギ号・イーグルアモン号・エクスシア号・クリノハッチャン号・

シゲルチャグチャグ号・シゲルハナガサ号・シャドウリーフ号・ジョーヌダンブル号・シンガン号・
スズカブレーン号・ハプスブルク号・ファイナルブロー号・ブラウンカイ号

３レース目



（27福島3）第6日 11月15日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 184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

240，460，000円
1，900，000円
2，180，000円
22，140，000円
67，360，500円
6，685，600円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
268，135，100円
358，619，700円
209，435，200円
767，320，900円
361，546，400円
392，159，900円
1，166，115，900円
1，505，287，900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 5，028，621，000円

総入場人員 17，238名 （有料入場人員 13，898名）



平成27年度 第3回福島競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，048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

1，140，990，000円
8，440，000円
34，680，000円
10，550，000円
104，040，000円
383，161，500円
33，197，600円
10，060，800円

勝馬投票券売得金
1，376，607，400円
1，870，293，700円
979，326，600円
3，424，726，700円
1，742，482，300円
1，828，401，700円
4，904，235，600円
6，707，029，300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 22，833，103，300円

総入場延人員 68，075名 （有料入場延人員 54，258名）
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