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オッズ・
単勝
人気

3204911月19日 雨 良 （28福島3）第5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

815 サンタアズライト 牡2栗 55
53 △原田 和真岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 468－ 21：09．6 1．6�

510 アメイズミー 牡2鹿 55 津村 明秀�G1レーシング 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458± 01：10．13 6．8�

24 デルマキミノナハ 牝2黒鹿 54
52 △木幡 巧也浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 日高 ファニーヒルファーム 446± 01：10．31 16．9�

713 ヘ ル デ ィ ン 牝2青鹿54 岩田 康誠金山 敏也氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 434± 01：10．83 8．0�

35 フェアリーウイング 牝2鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新ひだか 畠山牧場 434± 01：11．33 77．2�
48 バルコラベーロ 牡2栗 55 川須 栄彦 	サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 480＋12 〃 アタマ 16．7

23 ア ク ト レ ス 牝2栗 54

52 △木幡 初也井山 登氏 竹内 正洋 新冠 シンユウフアーム 450－ 21：11．62 42．2�
11 スピーディクール 牡2栗 55 丸山 元気ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 468＋ 21：11．7� 73．4�
59 ディグアップセンス 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太広尾レース� 清水 久詞 新冠 富本 茂喜 B436＋ 8 〃 クビ 11．4
816 コウゲンレッシャ 牝2芦 54 石橋 脩加納 大志氏 的場 均 新ひだか 坂本 健一 436－ 41：11．8クビ 90．1�
47 スカーレットジェム 牝2栗 54 北村 友一 	スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 432－ 2 〃 ハナ 53．4�
611 ホ ノ カ 牝2鹿 54 吉田 隼人�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 474－ 41：12．11� 27．1�
714 ラ ブ パ ン チ 牝2鹿 54

51 ▲森 裕太朗 	スピードファーム和田正一郎 浦河 村下農場 416＋ 61：12．31� 164．3�
612 カゼノアスリート 牡2栗 55

53 △伴 啓太深井 孟氏 中舘 英二 新ひだか 株式会社U・M・A 422＋ 4 〃 クビ 87．5�
36 ハヤブサザムライ 牡2栗 55 黛 弘人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 494－ 4 〃 アタマ 87．1�
12 マ サ ル 牡2栗 55

54 ☆�島 克駿竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 村山 光弘 440± 01：12．83 38．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，546，900円 複勝： 37，403，500円 枠連： 8，937，500円
馬連： 29，613，500円 馬単： 16，719，300円 ワイド： 24，978，600円
3連複： 48，229，300円 3連単： 59，670，500円 計： 244，099，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 240円 枠 連（5－8） 400円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 260円 �� 550円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 4，950円

票 数

単勝票数 計 185469 的中 � 89169（1番人気）
複勝票数 計 374035 的中 � 225654（1番人気）� 34123（2番人気）� 16001（4番人気）
枠連票数 計 89375 的中 （5－8） 17168（1番人気）
馬連票数 計 296135 的中 �� 38900（2番人気）
馬単票数 計 167193 的中 �� 15636（1番人気）
ワイド票数 計 249786 的中 �� 28592（1番人気）�� 10950（5番人気）�� 5972（10番人気）
3連複票数 計 482293 的中 ��� 16595（3番人気）
3連単票数 計 596705 的中 ��� 8726（3番人気）

ハロンタイム 9．5―11．1―11．3―11．9―12．4―13．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．6―31．9―43．8―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．7
3 15，13（4，10）（8，16）5，12（3，14）（2，7）6，1－11－9 4 15（13，10）4－（8，16）5（3，14，12）（2，7）6－1－11，9

勝馬の
紹 介

サンタアズライト �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．16 東京4着

2014．3．28生 牡2栗 母 プレシャスドロップ 母母 ザラストドロップ 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔制裁〕 サンタアズライト号の騎手原田和真は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番・3番・2

番）
※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 サンデュランゴ号

3205011月19日 雨 良 （28福島3）第5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 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

35 ハイヴォルテージ 牡4栗 57
55 △木幡 初也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450± 01：47．8 30．1�
713 ウエヲムイテアルコ 牡3青 55 吉田 隼人千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム 472－ 41：47．9� 3．0�
22 � ダイゴマサムネ 牡4栗 57

54 ▲三津谷隼人長谷川光司氏 坪 憲章 浦河 ヒダカフアーム 504＋ 61：48．11� 10．3�
47 カシノカーム 牡5芦 57 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B490＋ 61：48．2クビ 5．0�
59 � パラティーノ 牡7黒鹿57 津村 明秀村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 532－ 21：48．41� 9．3�
712 ポルトボナール 牡4黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 490＋ 21：48．61 10．9	
11 � メ イ ジ ン 牡5栗 57 横山 和生國分 純氏 蛯名 利弘 日高 スマイルファーム 472＋ 8 〃 クビ 44．8

23 ブロウユアマインド 牡4鹿 57 杉原 誠人 �シルクレーシング 吉田 直弘 平取 坂東牧場 450－121：49．02� 51．9�
46 グレンガイル 牡5鹿 57

55 △木幡 巧也 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 アタマ 19．0
34 ア ロ ヒ 牡3栗 55 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 今 牧場 506＋22 〃 クビ 27．7�
610� ブレイクエース 牡4鹿 57 岩田 康誠 �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 488－ 4 〃 ハナ 8．8�
814 ネイチャーポイント 牡3鹿 55

52 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 490－ 81：49．1クビ 9．2�
58 ランドハイパワー 牡3鹿 55

53 △義 英真木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 476－ 6 〃 クビ 67．8�
611 ショウナンガッチャ 牡5栗 57 北村 友一国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 478＋ 41：49．3� 46．9�
815 カボスチャン 牝4黒鹿 55

54 ☆長岡 禎仁ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 442－ 21：50．04 109．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 12，486，300円 複勝： 19，478，600円 枠連： 7，350，000円
馬連： 24，274，800円 馬単： 12，167，300円 ワイド： 17，580，800円
3連複： 37，177，700円 3連単： 40，437，300円 計： 170，952，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，010円 複 勝 � 570円 � 170円 � 280円 枠 連（3－7） 2，520円

馬 連 �� 5，640円 馬 単 �� 17，510円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 2，490円 �� 680円

3 連 複 ��� 11，650円 3 連 単 ��� 96，750円

票 数

単勝票数 計 124863 的中 � 3312（10番人気）
複勝票数 計 194786 的中 � 7126（8番人気）� 37844（2番人気）� 17304（4番人気）
枠連票数 計 73500 的中 （3－7） 2260（12番人気）
馬連票数 計 242748 的中 �� 3332（24番人気）
馬単票数 計 121673 的中 �� 521（58番人気）
ワイド票数 計 175808 的中 �� 2522（23番人気）�� 1756（27番人気）�� 6970（5番人気）
3連複票数 計 371777 的中 ��� 2393（39番人気）
3連単票数 計 404373 的中 ��� 303（320番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．8―12．3―12．6―12．9―12．9―13．3―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．1―42．4―55．0―1：07．9―1：20．8―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハイヴォルテージ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．7．12 福島16着

2012．4．7生 牡4栗 母 スズカノオジョー 母母 ア コ ガ レ 22戦2勝 賞金 22，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 キングヴァラール号・スズカアポロ号・タガノシェーヴル号

第３回 福島競馬 第５日



3205111月19日 雨 稍重 （28福島3）第5日 第3競走 1，200�サラブレッド系2歳
発走10時40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

12 ファンタジーボール 牝2鹿 54
52 △原田 和真田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 いとう牧場 426－ 41：10．7 7．2�

510 エ マ ー ブ ル 牝2栗 54
52 △木幡 初也�ミルファーム 伊藤 伸一 新冠 長浜 秀昭 400± 01：10．91� 12．9�

611 カシノロマンス 牝2黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド 424± 0 〃 ハナ 11．1�
816 イヴノオモイデ 牝2鹿 54 岩田 康誠嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 440－ 81：11．0� 3．8�
48 キ ョ ッ コ ウ 牝2栗 54 丸田 恭介�ミルファーム 武市 康男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 426－ 81：11．21� 27．2�
612 プ リ ン セ ス 牝2黒鹿54 北村 友一 M・

Kenichiホールディング	 池上 昌和 新ひだか 橋本牧場 472－ 21：11．73 17．9

59 デルマオフクロサン 牝2黒鹿54 西田雄一郎浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 442＋ 41：11．91 6．5�
11 ア ロ 牝2鹿 54 宮崎 北斗石川 秀守氏 菅原 泰夫 新ひだか サンコウ牧場 354－ 41：12．0� 140．5�
23 メ ー テ ィ ス 牝2鹿 54 吉田 隼人ニットー商事	 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 438＋121：12．32 3．5
24 セレステアルスター 牝2青鹿 54

51 ▲森 裕太朗	錦岡牧場 和田 正道 新冠 錦岡牧場 414－ 21：12．4� 146．7�
35 ラブリーガーデン 牝2黒鹿 54

52 △伴 啓太田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 長浜 秀昭 436＋ 4 〃 ハナ 243．1�
714 カシノマルキーズ 牝2青鹿54 荻野 琢真柏木 務氏 天間 昭一 新冠 村田牧場 422± 01：12．61� 408．1�
47 スプリングゲイル 牝2青鹿54 石橋 脩 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 448＋101：12．81� 10．8�
36 ブロンドブリランテ 牝2栗 54

52 △義 英真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 浦河 村下 明博 424－ 81：12．9クビ 115．2�
815 ユトリチャン 牝2鹿 54 的場 勇人田端 修氏 的場 均 新冠 安達 洋生 392－18 〃 ハナ 33．1�
713 ジョリヴィサージュ 牝2黒鹿54 黛 弘人 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 432＋ 21：13．11� 122．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，409，300円 複勝： 23，237，200円 枠連： 9，075，400円
馬連： 26，061，600円 馬単： 14，495，400円 ワイド： 19，509，400円
3連複： 39，825，000円 3連単： 46，685，800円 計： 194，299，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 230円 � 370円 � 250円 枠 連（1－5） 1，740円

馬 連 �� 3，720円 馬 単 �� 6，390円

ワ イ ド �� 980円 �� 860円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 8，870円 3 連 単 ��� 52，230円

票 数

単勝票数 計 154093 的中 � 17107（4番人気）
複勝票数 計 232372 的中 � 27944（4番人気）� 14841（7番人気）� 24924（5番人気）
枠連票数 計 90754 的中 （1－5） 4021（10番人気）
馬連票数 計 260616 的中 �� 5418（17番人気）
馬単票数 計 144954 的中 �� 1699（31番人気）
ワイド票数 計 195094 的中 �� 5163（11番人気）�� 5930（9番人気）�� 3330（16番人気）
3連複票数 計 398250 的中 ��� 3364（38番人気）
3連単票数 計 466858 的中 ��� 648（206番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．1―12．0―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．9―45．9―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファンタジーボール �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Point Given デビュー 2016．7．9 函館3着

2014．5．16生 牝2鹿 母 スマートダイス 母母 Autumn Moon 4戦1勝 賞金 8，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マリーナプリンセス号

3205211月19日 雨 稍重 （28福島3）第5日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時10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
1：48．2
1：45．9

良
良

713 ブラヴォバンビーノ 牡2鹿 55 津村 明秀 �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム 484± 01：51．1 2．5�
510 トータルソッカー 牡2栗 55 丸田 恭介渡邊 隆氏 尾形 充弘 新ひだか 真歌田中牧場 488－ 41：51．2� 7．0�
12 ローリングタワー 牡2黒鹿 55

53 △木幡 巧也本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 424＋ 2 〃 クビ 5．7�
11 メイスンブルーム 牝2黒鹿 54

53 ☆長岡 禎仁梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 本巣 一敏 456＋ 41：51．3� 12．8�
714 ザストリート 牡2鹿 55

53 △伴 啓太中村 智幸氏 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448＋ 21：51．4� 41．6�

47 ル ネ デ ィ 牡2栗 55 丸山 元気森 保彦氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 488－ 4 〃 ハナ 10．9	
816 ミ カ ー ド 牡2芦 55 岩田 康誠嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 464＋ 61：51．61 31．9

23 パ ム ッ カ レ 牡2栗 55

54 ☆中井 裕二 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 462± 01：52．34 39．5�
24 イタリアンホワイト 牝2芦 54 杉原 誠人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋221：52．4� 54．4
611 コントロヴェント 牝2鹿 54 北村 友一�G1レーシング 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋ 21：52．71� 9．4�
815 イスラドラーダ 牡2鹿 55 川須 栄彦 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－121：53．33� 20．8�
48 シンゼンキング 牡2黒鹿 55

53 △義 英真原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 474＋201：53．51� 209．5�

59 スズカサニーサイド 牝2黒鹿54 黛 弘人永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか タイヘイ牧場 414＋ 2 〃 ハナ 193．5�
36 マ ラ デ ボ ワ 牝2青鹿54 吉田 隼人大野 富生氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 412－ 41：53．71� 19．5�
612 ゲストテーブル 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子中地賢次郎氏 根本 康広 青森 町屋 勝幸 484＋ 21：54．02 111．4�
35 モ ガ ド ー ル 牝2栗 54

52 △木幡 初也�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 470－ 61：54．53 18．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，213，700円 複勝： 22，976，400円 枠連： 9，665，800円
馬連： 28，170，300円 馬単： 15，285，100円 ワイド： 21，079，900円
3連複： 42，475，600円 3連単： 48，168，000円 計： 204，034，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 190円 � 180円 枠 連（5－7） 900円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 380円 �� 440円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 9，560円

票 数

単勝票数 計 162137 的中 � 50415（1番人気）
複勝票数 計 229764 的中 � 52256（1番人気）� 28302（3番人気）� 30542（2番人気）
枠連票数 計 96658 的中 （5－7） 8307（2番人気）
馬連票数 計 281703 的中 �� 20928（1番人気）
馬単票数 計 152851 的中 �� 6311（3番人気）
ワイド票数 計 210799 的中 �� 14607（1番人気）�� 12257（3番人気）�� 7388（5番人気）
3連複票数 計 424756 的中 ��� 13657（1番人気）
3連単票数 計 481680 的中 ��� 3652（4番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．2―12．7―12．7―12．3―12．1―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．5―49．2―1：01．9―1：14．2―1：26．3―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．9
1
3
13（3，10）12，5（6，7，15）1，16，2（4，14）（8，11）9
13（3，7）（5，10）2，1，6（16，12）（15，14）（4，11）－8－9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブラヴォバンビーノ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．6．12 東京6着

2014．4．7生 牡2鹿 母 ゴールドポイント 母母 ポインテッドパス 4戦1勝 賞金 7，750，000円
〔制裁〕 ローリングタワー号の騎手木幡巧也は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。



3205311月19日 雨 稍重 （28福島3）第5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 エヴェリーナ 牝2栗 54 丸山 元気�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 482 ―2：08．4 3．6�

11 オンリゲットベター 牝2青鹿 54
53 ☆長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 412 ― 〃 ハナ 7．0�

44 アルーリングデイズ 牡2黒鹿 55
53 △木幡 巧也 �社台レースホース武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ―2：08．82� 9．0�
810 ベストプレディクト 牡2鹿 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 484 ―2：08．9クビ 3．9�
66 ミツカネマジック 牝2黒鹿54 黛 弘人小山田 満氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 468 ―2：09．32� 20．7�
55 グリフレット 牡2鹿 55 岩田 康誠 �社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム 438 ―2：09．51 9．9	
78 サンライズシー 牡2鹿 55 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 466 ―2：09．6� 28．2

33 フ ァ ヴ ー ル 牡2黒鹿55 横山 和生島川 �哉氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 476 ―2：09．7� 4．7�
89 クリノカエサル 牡2鹿 55 北村 友一栗本 博晴氏 飯田 雄三 浦河 木村牧場 478 ―2：11．4大差 18．8
77 レルネンクルース 牡2鹿 55 丸田 恭介ディアレストクラブ� 奥村 武 新ひだか 高橋フアーム 444 ―2：13．010 52．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 13，065，800円 複勝： 17，309，500円 枠連： 6，925，700円
馬連： 21，571，300円 馬単： 13，975，800円 ワイド： 15，013，800円
3連複： 30，078，200円 3連単： 47，647，600円 計： 165，587，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 190円 � 260円 枠 連（1－2） 920円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 420円 �� 720円 �� 870円

3 連 複 ��� 3，230円 3 連 単 ��� 14，720円

票 数

単勝票数 計 130658 的中 � 29013（1番人気）
複勝票数 計 173095 的中 � 25990（3番人気）� 25132（4番人気）� 15527（5番人気）
枠連票数 計 69257 的中 （1－2） 5826（2番人気）
馬連票数 計 215713 的中 �� 14416（3番人気）
馬単票数 計 139758 的中 �� 4819（3番人気）
ワイド票数 計 150138 的中 �� 9858（4番人気）�� 5253（9番人気）�� 4247（12番人気）
3連複票数 計 300782 的中 ��� 6976（9番人気）
3連単票数 計 476476 的中 ��� 2346（31番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―13．1―13．5―14．6―13．8―12．3―12．0―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．9―38．0―51．5―1：06．1―1：19．9―1：32．2―1：44．2―1：56．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エヴェリーナ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Any Given Saturday 初出走

2014．3．7生 牝2栗 母 アッシュベリー 母母 ア シ ェ ラ フ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3205411月19日 雨 稍重 （28福島3）第5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

36 � キングカーティス 牡4鹿 57 秋山真一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 454－ 21：09．3 5．1�

816 メイショウグンパイ 牡3黒鹿 56
54 △義 英真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 478＋ 4 〃 クビ 4．4�

48 ロードインスパイア 牡3青鹿 56
54 △伴 啓太 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム B456± 01：10．04 37．0�

47 ラララルジェス 牝3鹿 54 吉田 隼人フジイ興産� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464± 01：10．1� 64．4�
23 レモンイエロー 牝4鹿 55

54 ☆長岡 禎仁青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：10．2クビ 48．3�
714 サンダーバトル 牝3黒鹿54 岩田 康誠吉田喜代司氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 クビ 11．7	
12 アーネストミノル 牡5鹿 57 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 442－ 4 〃 アタマ 15．4

612 パミーナコラッジョ 牝3鹿 54 丹内 祐次桜井 忠隆氏 水野 貴広 新冠 須崎牧場 480－121：10．3� 95．4�
713 ワキノハガクレ 牡4黒鹿57 川須 栄彦脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 430＋ 61：10．51� 3．3�
11 サ マ ニ ー 牡3青鹿56 西田雄一郎井上 一郎氏 伊藤 大士 様似 中脇 一幸 500＋ 81：10．6クビ 72．4
24 スマイルハッピー 牝4鹿 55

53 △原田 和真臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 448＋ 21：10．81� 24．6�
815 レディエントブルー 牝3栗 54 丸田 恭介 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 474＋ 41：11．01 5．9�
611� ノ ラ ネ コ �4栗 57 的場 勇人�ヒダカファーム的場 均 浦河 ヒダカフアーム 470－ 11：11．31� 50．8�
35 ホワイトポピー 牝6芦 55

53 △木幡 巧也楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 B444＋101：11．62 84．4�
510� ワンダーグロワール 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 506＋101：11．7� 26．7�
59 ラッキーガナドール 牝3青鹿54 石橋 脩上羽 浩平氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B490＋ 61：12．65 62．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，525，300円 複勝： 20，434，900円 枠連： 10，149，500円
馬連： 28，002，200円 馬単： 15，196，800円 ワイド： 19，642，200円
3連複： 38，946，900円 3連単： 48，235，800円 計： 195，133，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 170円 � 850円 枠 連（3－8） 640円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 440円 �� 2，980円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 10，110円 3 連 単 ��� 42，590円

票 数

単勝票数 計 145253 的中 � 22582（3番人気）
複勝票数 計 204349 的中 � 26901（3番人気）� 36528（2番人気）� 4671（9番人気）
枠連票数 計 101495 的中 （3－8） 12253（2番人気）
馬連票数 計 280022 的中 �� 24659（2番人気）
馬単票数 計 151968 的中 �� 5762（3番人気）
ワイド票数 計 196422 的中 �� 12815（2番人気）�� 1597（27番人気）�� 2064（22番人気）
3連複票数 計 389469 的中 ��� 2889（28番人気）
3連単票数 計 482358 的中 ��� 821（119番人気）

ハロンタイム 9．6―10．8―11．4―12．1―12．7―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．4―31．8―43．9―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キングカーティス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat

2012．3．2生 牡4鹿 母 シ ガ ト カ 母母 Island Jamboree 12戦1勝 賞金 11，310，000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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウインバローラス号・カレンコマンドール号・リッカクロフネ号
（非抽選馬） 3頭 トモジャポルックス号・ハイイノベーション号・マッカートニー号



3205511月19日 雨 重 （28福島3）第5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54�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 ゼットフーリ 牝3鹿 54
53 ☆�島 克駿�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム B480＋ 61：11．2 9．6�

47 プエルトプリンセサ 牝3鹿 54
52 △木幡 初也丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 422± 01：11．3� 7．0�

48 グリーンバシリスク 牝3栗 54
52 △木幡 巧也石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B456＋ 61：11．51� 12．9�

713 ト キ ワ 牝4鹿 55 石橋 脩田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 上村 清志 464－101：11．71� 31．0�
11 プリンセスオーラ 牝3鹿 54 横山 和生大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 426－ 4 〃 クビ 55．2�
815 プラトリーナ 牝3鹿 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 408＋141：11．8� 16．7	
816 ダイワソフィー 牝5芦 55 川須 栄彦大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 484＋161：11．9クビ 146．0

59 タンギモウジア 牝3鹿 54 岩田 康誠桑畑 �信氏 橋口 慎介 洞�湖 レイクヴィラファーム 520＋14 〃 ハナ 2．1�
510� スイートイデアル 牝4栃栗 55

53 △伴 啓太和田 啓子氏 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 448－10 〃 アタマ 208．5
12 ヤマカツサファイヤ 牝3青鹿54 秋山真一郎山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 500＋ 21：12．11� 5．1�
23 シゲルカゼノボン 牝4黒鹿55 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 馬道 繁樹 520－ 21：12．41	 17．9�
714� ユキノサンブライト 牝5鹿 55

52 ▲森 裕太朗井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 460＋10 〃 アタマ 169．4�
612 ウィズアットレース 牝4黒鹿 55

53 △原田 和真岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 414＋ 2 〃 ハナ 29．1�
36 ラ ト ゥ ー ル 牝4鹿 55 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 450＋101：12．82� 32．9�
24 � リルバニヤン 牝6鹿 55

54 ☆長岡 禎仁佐久間拓士氏 高橋 文雅 千歳 社台ファーム 448－ 21：13．01� 362．2�
611 プレゼンスブルー 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 440＋ 81：14．27 42．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，423，800円 複勝： 24，153，600円 枠連： 12，121，100円
馬連： 32，738，300円 馬単： 19，117，700円 ワイド： 23，738，100円
3連複： 44，768，800円 3連単： 61，700，100円 計： 237，761，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 270円 � 220円 � 270円 枠 連（3－4） 1，080円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 7，100円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，410円 �� 890円

3 連 複 ��� 9，100円 3 連 単 ��� 54，020円

票 数

単勝票数 計 194238 的中 � 16124（4番人気）
複勝票数 計 241536 的中 � 23173（4番人気）� 30339（3番人気）� 22253（5番人気）
枠連票数 計 121211 的中 （3－4） 8650（4番人気）
馬連票数 計 327383 的中 �� 7399（11番人気）
馬単票数 計 191177 的中 �� 2017（24番人気）
ワイド票数 計 237381 的中 �� 5887（10番人気）�� 4251（17番人気）�� 6920（8番人気）
3連複票数 計 447688 的中 ��� 3687（30番人気）
3連単票数 計 617001 的中 ��� 828（174番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―12．0―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．4―46．4―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼットフーリ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2015．7．5 中京5着

2013．5．2生 牝3鹿 母 ゼットフウリン 母母 サーモンタイム 12戦2勝 賞金 20，414，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
※トキワ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3205611月19日 雨 重 （28福島3）第5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）

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
1：45．3
1：43．9

良
良

23 タガノガジュマル 牡3黒鹿 55
53 △原田 和真八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 422－ 41：51．3 14．1�

35 ジャポニカーラ 牝4黒鹿55 横山 和生 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 400－ 41：51．51 11．3�
48 サマーローズ 牝4栗 55

54 ☆加藤 祥太樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 470－ 8 〃 クビ 9．1�
510 フォルシャー 牡5栗 57

56 ☆岩崎 翼 �社台レースホース長浜 博之 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 480－ 41：51．71� 4．7�
36 マ ー セ ラ ス 牡4黒鹿57 平野 優 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 444＋101：52．01� 28．6�
611 ドーノデルソーレ 牡3黒鹿55 杉原 誠人吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 458＋ 4 〃 クビ 47．5	
24 ロードキング 牡3鹿 55

54 ☆�島 克駿市川義美ホール
ディングス
 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B480－ 61：52．1� 4．4�

713 ルドルフィーナ 牡3青鹿55 森 一馬 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 468－ 2 〃 ハナ 6．1�

714 アフェクテューズ 牡3青鹿 55
53 △木幡 巧也落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B496＋10 〃 クビ 9．4

815 マイネヴァリエンテ 牝5鹿 55
52 ▲三津谷隼人 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 468＋101：52．41� 17．9�
12 オールドクラシック 牡3青鹿 55

54 ☆長岡 禎仁�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：52．71� 24．4�
11 シンボリネルソン 牡5黒鹿 57

55 △義 英真シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 430± 01：53．02 108．1�
59 ナイトインブラック 牡3黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 488＋ 61：53．1クビ 27．3�
612� ミュートロギア 牡3青鹿 55

53 △木幡 初也 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 31：53．31� 19．4�

816 ダイワブレイディ �6芦 57
55 △伴 啓太大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 512－ 21：53．51 70．1�

47 エイシンリベラル 牡3黒鹿 55
52 ▲森 裕太朗
栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 458＋ 61：53．6� 71．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，467，200円 複勝： 32，054，600円 枠連： 12，157，700円
馬連： 40，315，800円 馬単： 20，185，700円 ワイド： 28，755，800円
3連複： 59，750，000円 3連単： 70，763，200円 計： 284，450，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 350円 � 350円 � 250円 枠 連（2－3） 1，560円

馬 連 �� 7，050円 馬 単 �� 13，450円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 1，700円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 17，550円 3 連 単 ��� 119，030円

票 数

単勝票数 計 204672 的中 � 11573（7番人気）
複勝票数 計 320546 的中 � 22863（7番人気）� 23088（6番人気）� 36452（3番人気）
枠連票数 計 121577 的中 （2－3） 6004（7番人気）
馬連票数 計 403158 的中 �� 4431（30番人気）
馬単票数 計 201857 的中 �� 1125（60番人気）
ワイド票数 計 287558 的中 �� 3806（24番人気）�� 4346（22番人気）�� 4842（18番人気）
3連複票数 計 597500 的中 ��� 2552（67番人気）
3連単票数 計 707632 的中 ��� 431（446番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．7―50．3―1：03．0―1：14．7―1：27．0―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノガジュマル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．9．26 阪神6着

2013．2．7生 牡3黒鹿 母 タガノシャルマン 母母 ポリッシュプリンセス 20戦2勝 賞金 31，140，000円
〔発走状況〕 ルドルフィーナ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 サグレス号・ローズクランス号



3205711月19日 小雨 重 （28福島3）第5日 第9競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時10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 オールインワン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �カナヤマホール
ディングス 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 482＋121：11．2 3．6�

11 サ ル ド ナ 牝3栗 54
53 ☆中井 裕二寺田 寿男氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478－ 21：11．41 4．8�

611 クラウンアイリス 牝5栗 55 北村 友一�クラウン 大根田裕之 大分 クラウンファーム 404－ 4 〃 クビ 6．7�
36 アスクジョーダン 牡4鹿 57 津村 明秀廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 Shall Farm 500＋ 21：11．5� 7．7�
612 サウンドカール 牡5青鹿 57

55 △義 英真増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 470± 01：11．71� 16．2�
23 グリニッチヴィレジ 牝3黒鹿 54

53 ☆長岡 禎仁 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 428－ 6 〃 クビ 38．4	
815 ツクバアラモード 牝6栗 55

53 △原田 和真細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 B470± 0 〃 アタマ 67．3

24 ラ シ ー ム 牝3鹿 54 秋山真一郎若松 伸治氏 栗田 徹 浦河 中村 雅明 464＋ 61：11．8クビ 89．8�
35 エ ク ス シ ア 牝5鹿 55 西田雄一郎岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 438＋ 21：12．11� 42．3�
12 ダイメイプリンセス 牝3黒鹿54 黛 弘人宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 494－ 6 〃 ハナ 6．5
713 ケイエスフェアリー 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太キヨシサービス� 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 482＋ 8 〃 クビ 30．4�
48 ウインハートビート 牡3栗 56 吉田 隼人�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 474＋16 〃 ハナ 17．5�
47 リップルトウショウ 牝3青鹿 54

52 △木幡 巧也トウショウ産業� 武井 亮 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 452＋ 61：12．2クビ 14．9�
816 ティーエスバラ 牡4鹿 57

54 ▲森 裕太朗田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 512± 01：12．83� 87．2�
510� アロースコルトン 牡3鹿 56 宮崎 北斗吉田 好雄氏 蛯名 利弘 新冠 山岡牧場 464－ 61：12．9� 65．1�
59 マイネルロタシオン 牡3栗 56 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 41：13．53� 54．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，371，700円 複勝： 31，688，700円 枠連： 15，488，300円
馬連： 44，257，200円 馬単： 22，176，500円 ワイド： 28，136，300円
3連複： 63，513，500円 3連単： 82，351，400円 計： 308，983，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 170円 � 190円 枠 連（1－7） 480円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 470円 �� 780円 �� 640円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 12，590円

票 数

単勝票数 計 213717 的中 � 46646（1番人気）
複勝票数 計 316887 的中 � 57381（1番人気）� 46105（2番人気）� 41354（3番人気）
枠連票数 計 154883 的中 （1－7） 24897（1番人気）
馬連票数 計 442572 的中 �� 26807（1番人気）
馬単票数 計 221765 的中 �� 8636（1番人気）
ワイド票数 計 281363 的中 �� 15779（1番人気）�� 9020（7番人気）�� 11097（4番人気）
3連複票数 計 635135 的中 ��� 15236（3番人気）
3連単票数 計 823514 的中 ��� 4742（6番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―12．2―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．5―46．7―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．7
3 ・（13，14）16（2，9）8（7，1）－10（6，11，15）5，12－（3，4） 4 ・（13，14）16（2，9，1）（8，7）（6，10）（5，11，15）（3，12，4）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

オールインワン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2015．12．26 阪神6着

2013．5．7生 牡3鹿 母 ゴールドコイン 母母 インキュラブルロマンティック 6戦2勝 賞金 14，650，000円
〔制裁〕 ツクバアラモード号の騎手原田和真は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・4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。
（非抽選馬） 5頭 アンジェリー号・サンライズビーム号・タマモブリリアン号・トキワ号・ユキノカトレア号

3205811月19日 小雨 重 （28福島3）第5日 第10競走 ��1，700�
だ て

伊 達 特 別
発走14時45分 （ダート・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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000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
1：43．3
1：41．7

良
不良

610 カフジキング 牡3鹿 55 石橋 脩加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 454＋ 21：45．6 18．4�
22 タマモアタック 牡4鹿 57 岩田 康誠タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 470－ 4 〃 アタマ 3．1�
712 ロードシャリオ 牡4鹿 57 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 480＋12 〃 クビ 2．2�
58 リヴァイバル 牝3栗 53 義 英真杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 470－121：46．87 11．0�
611 ギンザマトリックス 牡3栗 55 丹内 祐次有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 442＋ 41：46．9クビ 26．2�
11 リリーシューター 牡3鹿 55 荻野 琢真土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 500－ 2 〃 ハナ 31．2	
814 バ リ キ 牡4栗 57 丸田 恭介杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 448－ 41：47．11� 14．1

46 � ネオアトラクション 牡4鹿 57 川須 栄彦林 正道氏 角居 勝彦 英 Floors

Farming 494－ 61：47．31 43．5�
47 オトコギマサムネ 牡5鹿 57 北村 友一塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 クビ 13．7�
713� ビ ー ハ グ 	4黒鹿57 原田 和真岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム B478－ 21：47．51
 123．2
59 マイネルインディゴ 牡3栗 55 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ムラカミファーム B466－221：48．88 58．3�
23 サンアンダーソン 牡3栗 55 黛 弘人 �加藤ステーブル 中野 栄治 様似 様似共栄牧場 B542－ 21：49．43� 159．5�
815� ワンダーヴァローレ 牡4鹿 57 �島 克駿山本 信行氏 奥村 豊 浦河 荻伏三好フ

アーム 498－ 61：49．5� 86．8�
35 ニシオボヌール 	4黒鹿57 水口 優也西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 484± 01：50．24 18．7�
34 � ローレルウラノス 牡4栗 57 中井 裕二 �ローレルレーシング 本間 忍 浦河 太陽牧場 510± 0 （競走中止） 161．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，733，600円 複勝： 37，242，800円 枠連： 14，850，200円
馬連： 60，845，200円 馬単： 31，548，600円 ワイド： 35，187，200円
3連複： 80，875，000円 3連単： 126，373，000円 計： 410，655，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 220円 � 120円 � 110円 枠 連（2－6） 1，870円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 7，710円

ワ イ ド �� 730円 �� 680円 �� 160円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 20，470円

票 数

単勝票数 計 237336 的中 � 10267（6番人気）
複勝票数 計 372428 的中 � 24848（4番人気）� 86493（2番人気）� 121838（1番人気）
枠連票数 計 148502 的中 （2－6） 6141（8番人気）
馬連票数 計 608452 的中 �� 18725（9番人気）
馬単票数 計 315486 的中 �� 3068（25番人気）
ワイド票数 計 351872 的中 �� 10073（9番人気）�� 10845（8番人気）�� 73938（1番人気）
3連複票数 計 808750 的中 ��� 37766（4番人気）
3連単票数 計1263730 的中 ��� 4474（51番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．1―41．2―53．7―1：06．3―1：19．3―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―3F39．3
1
3
5（7，15）8（14，12）（9，13）2（3，4）6，10，11－1・（5，7，12）（14，9，8）（2，15，13）（3，10）6，11＝1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カフジキング �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．9．20 阪神3着

2013．5．2生 牡3鹿 母 ダンスオブザマンボ 母母 Ballerina 15戦2勝 賞金 30，726，000円
〔競走中止〕 ローレルウラノス号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ライトフォーミー号・ワンダフルラスター号
（非抽選馬） 6頭 ウエスタンゼウス号・エンパイアステート号・ガンマーフォンテン号・グリシーヌシチー号・ドゥーイット号・

メイショウオルソ号



3205911月19日 小雨 重 （28福島3）第5日 第11競走 ��2，600�フルーツラインカップ
発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，27．11．21以降28．11．13まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

福島市長賞（1着）
賞 品

本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

34 � エアカーディナル 牡5鹿 55 丸山 元気 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 488± 02：47．9 4．9�
45 スクエアフォールド �3鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B470＋ 2 〃 クビ 7．1�
711 デルマサリーチャン 牝5鹿 52 木幡 初也浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 478± 02：48．0� 14．7�
814 ロックキャンディ 牝4黒鹿51 原田 和真�Basic 根本 康広 新冠 佐藤 信広 502± 02：48．1� 73．6�
610 ピュアソルジャー 牡6鹿 52 横山 和生鶴見 芳子氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 B480－ 2 〃 ハナ 9．8	
46 オーバーカム �3鹿 54 石橋 脩�ノースヒルズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 ハナ 8．6

57 クラシックエース 牡4鹿 55 吉田 隼人 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 438± 02：48．31 6．4�
712� レイトライザー 牡6黒鹿54 川須 栄彦中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 470＋ 6 〃 クビ 25．0�
22 シークレットパス 牡5芦 54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 42：48．4クビ 8．2
69 プレイヤーハウス 牡4鹿 54 丸田 恭介嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 B454＋ 2 〃 アタマ 5．0�
813 サトノバリアント 牡5鹿 53 津村 明秀里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 450－ 62：48．61	 53．9�
11 ベストセラーアスク 牝5鹿 53 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 428＋ 22：48．81	 37．8�
33 ジューヴルエール 牡6黒鹿55 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 484＋102：49．43� 34．2�
58 ケイツートール 牡3青鹿52 西田雄一郎楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 496－ 22：50．04 50．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，653，400円 複勝： 46，003，600円 枠連： 28，839，600円
馬連： 122，797，300円 馬単： 49，871，800円 ワイド： 56，752，300円
3連複： 179，383，700円 3連単： 228，269，100円 計： 744，570，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 240円 � 390円 枠 連（3－4） 870円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，120円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 6，730円 3 連 単 ��� 28，890円

票 数

単勝票数 計 326534 的中 � 53081（1番人気）
複勝票数 計 460036 的中 � 73963（1番人気）� 50744（5番人気）� 26112（8番人気）
枠連票数 計 288396 的中 （3－4） 25508（3番人気）
馬連票数 計1227973 的中 �� 55842（3番人気）
馬単票数 計 498718 的中 �� 12101（4番人気）
ワイド票数 計 567523 的中 �� 20594（4番人気）�� 12964（15番人気）�� 8201（26番人気）
3連複票数 計1793837 的中 ��� 19986（22番人気）
3連単票数 計2282691 的中 ��� 5728（72番人気）

ハロンタイム 13．3―12．6―13．5―13．7―13．5―13．7―13．2―13．3―12．6―12．2―12．2―11．7―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�
13．3―25．9―39．4―53．1―1：06．6―1：20．3―1：33．5―1：46．8―1：59．4―2：11．6―2：23．8―2：35．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エアカーディナル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Grand Lodge

2011．4．5生 牡5鹿 母 エアセイレン 母母 カ ラ キ ー ア 26戦2勝 賞金 47，679，000円
初出走 JRA

3206011月19日 小雨 重 （28福島3）第5日 第12競走 ��2，000�
た か ゆ お ん せ ん

高 湯 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55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

11 タツゴウゲキ 牡4鹿 57 丸田 恭介鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 484－ 42：03．6 5．3�
510� イ チ ダ イ 牡3鹿 55 吉田 隼人中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 530＋102：03．7� 2．8�
59 レッドイグニス 牡3黒鹿55 石橋 脩 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450－142：03．91� 16．8�
35 マイネルシュバリエ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 504＋ 62：04．0� 7．7�
612 ドルフィンマーク 	3黒鹿55 岩田 康誠大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B508＋ 82：04．21� 5．6�
815 アポロオスカー 牝3鹿 53 長岡 禎仁アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 438－ 22：04．41 41．5	
12 コートオブアームズ 牡4鹿 57 川須 栄彦 
シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 442－ 42：04．5� 5．6�
24 エヴァンジル 牝4黒鹿55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 466－ 42：04．6クビ 101．1�
713 レッドグルック 牡5鹿 57 嶋田 純次 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 ハナ 145．2
611� トップターゲット 	3黒鹿55 西田雄一郎
コオロ 萱野 浩二 新冠 細川農場 438－ 22：05．02� 159．1�
47 デ ィ ク タ ム 牡3鹿 55 二本柳 壮吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470＋122：05．32 55．7�
48 
 アメリカンヘブン 	3鹿 55 丸山 元気吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Bruce Smart 478－ 62：05．72� 19．7�
816� ラブジェネラル 牡3芦 55 木幡 初也オールラブクラブ 加藤 和宏 新ひだか 高橋 修 472＋ 22：06．01� 254．9�
714 ロードグリッター 牡4栗 57 津村 明秀 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 484± 02：06．42� 26．9�
36 � ダッシングブルー 牡4黒鹿57 藤田菜七子 �ブルーマネジメント蛯名 利弘 新冠 川上牧場 B516＋ 42：07．67 69．8�
23 セレナビアンカ 牝5鹿 55 木幡 巧也島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 454－ 42：08．02� 211．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，889，300円 複勝： 39，013，300円 枠連： 16，671，200円
馬連： 62，492，500円 馬単： 27，874，900円 ワイド： 34，157，300円
3連複： 86，253，900円 3連単： 121，621，100円 計： 415，973，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 140円 � 350円 枠 連（1－5） 340円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，280円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 13，550円

票 数

単勝票数 計 278893 的中 � 41770（2番人気）
複勝票数 計 390133 的中 � 51532（3番人気）� 89924（1番人気）� 21847（6番人気）
枠連票数 計 166712 的中 （1－5） 37195（1番人気）
馬連票数 計 624925 的中 �� 59375（1番人気）
馬単票数 計 278749 的中 �� 12446（4番人気）
ワイド票数 計 341573 的中 �� 31257（1番人気）�� 6291（14番人気）�� 9367（9番人気）
3連複票数 計 862539 的中 ��� 20340（8番人気）
3連単票数 計1216211 的中 ��� 6505（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―35．8―47．5―1：00．4―1：13．0―1：25．6―1：38．3―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．0
1
3

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

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

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4鹿 母 ニシノプルメリア 母母 ニシノムーンライト 12戦2勝 賞金 23，886，000円
〔発走状況〕 マイネルシュバリエ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



（28福島3）第5日 11月19日（土曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重
良後稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 182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

171，750，000円
3，800，000円
10，820，000円
1，830，000円
17，200，000円
71，834，000円
4，732，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
235，786，300円
350，996，700円
152，232，000円
521，140，000円
258，614，900円
324，531，700円
751，277，600円
981，922，900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 3，576，502，100円

総入場人員 7，826名 （有料入場人員 6，177名）
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