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人気

3206111月20日 晴 重 （28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）
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
1：45．0

稍重
良

46 パレスハングリー 牝2黒鹿 54
52 △原田 和真西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 466＋ 21：48．3 8．7�

59 グランドディアマン 牡2鹿 55 国分 優作田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 笹島 政信 514＋ 81：48．72� 11．1�
814 ショウナンハドル 牡2黒鹿 55

53 △木幡 巧也国本 哲秀氏 浜田多実雄 新ひだか 松本牧場 474＋ 2 〃 アタマ 11．0�
34 スプリングフット 牡2鹿 55 横山 和生島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 474＋ 2 〃 クビ 2．6�
47 コットンボウル 牡2鹿 55 丸田 恭介 �サンデーレーシング 高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 41：48．91� 6．3	
610 セイントヘレナ 牝2鹿 54 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512－ 21：49．64 23．1

11 ウイントリニティー 牡2鹿 55 松岡 正海�ウイン 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 486＋181：50．13 4．3�
815 ドナペリドット 牝2青鹿54 丸山 元気田 秀郎氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 456＋ 41：50．31� 24．0�
23 キモンズラブ 牝2芦 54 西田雄一郎小林 祥晃氏 武藤 善則 新ひだか 伊藤 敏明 454± 01：50．51 135．6�
713 ツーエムブルーム 牡2黒鹿 55

54 ☆岩崎 翼水谷 昌晃氏 本田 優 平取 北島牧場 520＋ 61：50．6� 102．3�
22 ド ゥ ー ブ ル 	2芦 55

54 ☆長岡 禎仁�ヒダカファーム竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム B486± 01：51．13 108．3�
712
 プラウドデイ 牡2鹿 55 杉原 誠人岡田 牧雄氏 小島 茂之 米 Don Alberto

Corporation 476＋121：51．2クビ 64．8�
35 アグリツーリスモ 牡2栗 55 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 452＋121：51．3� 29．6�
611 メロディーア 牝2栗 54 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 尾形 和幸 洞�湖 レイクヴィラファーム 472＋202：00．2大差 26．3�

（14頭）
58 マイネルラムセス 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 B484－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 14，476，600円 複勝： 20，143，000円 枠連： 9，074，000円
馬連： 29，919，700円 馬単： 15，708，300円 ワイド： 20，417，600円
3連複： 48，422，300円 3連単： 56，172，300円 計： 214，333，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 230円 � 360円 � 340円 枠 連（4－5） 2，140円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 6，420円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 940円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 9，000円 3 連 単 ��� 56，170円

票 数

単勝票数 差引計 144766（返還計 443） 的中 � 13256（4番人気）
複勝票数 差引計 201430（返還計 819） 的中 � 24752（3番人気）� 13942（6番人気）� 14798（5番人気）
枠連票数 差引計 90740（返還計 75） 的中 （4－5） 3275（9番人気）
馬連票数 差引計 299197（返還計 2803） 的中 �� 6945（12番人気）
馬単票数 差引計 157083（返還計 1330） 的中 �� 1834（26番人気）
ワイド票数 差引計 204176（返還計 2330） 的中 �� 5059（13番人気）�� 5629（10番人気）�� 3817（17番人気）
3連複票数 差引計 484223（返還計 6855） 的中 ��� 4034（29番人気）
3連単票数 差引計 561723（返還計 6990） 的中 ��� 725（179番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．5―12．8―12．8―12．8―13．0―13．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．9―43．7―56．5―1：09．3―1：22．3―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．0
1
3
・（5，9）（4，15）（6，14）（1，7）10（2，13）12－3＝11・（5，9，15）（4，6，14）（1，7，10）3，13，2，12＝11

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

勝馬の
紹 介

パレスハングリー �
�
父 トランセンド �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2016．8．6 新潟11着

2014．4．11生 牝2黒鹿 母 スタミナスピード 母母 マジックオナー 6戦1勝 賞金 8，100，000円
〔競走除外〕 マイネルラムセス号は，馬場入場時に暴れ，疾病〔両後肢挫創〕を発症したため競走除外。
〔その他〕 メロディーア号は，競走中に疾病〔右腸骨複骨折〕を発症。なお，同馬は予後不良。
※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 キタノリツメイ号

3206211月20日 晴 重 （28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

714 エ ル ゼ ロ 牡3鹿 55
53 △木幡 巧也磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 B490＋ 22：35．7 8．7�

47 � ハヤブサライデン 牡4鹿 57 松岡 正海�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 492＋ 62：36．02 3．9�
713 ダンツエンペラー 牡3鹿 55

54 ☆岩崎 翼山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 22：36．21� 37．7�
11 フォースフィールド 牡4黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 434＋ 62：36．3� 23．4�
35 ディアクーシー 牡3鹿 55 丸田 恭介ディアレストクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 500＋ 1 〃 ハナ 11．8	
612 キールコネクション 牡4栗 57 黛 弘人水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B482＋ 42：36．51 4．6

48 オカホンコー 牡5鹿 57

56 ☆加藤 祥太小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 494＋ 82：36．92� 37．7�
24 ディスピュート 牡3鹿 55 川須 栄彦畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 430－ 2 〃 クビ 71．5�
12 ハギノセゾン 牝5青鹿 55

54 ☆�島 克駿安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 474－ 22：37．0� 41．1
815 トウカイハッピー 牡3鹿 55 北村 友一内村 正則氏 野中 賢二 新ひだか 佐藤 陽一 486± 02：37．21	 4．4�
36 クリミアタイガー 牡3鹿 55 津村 明秀吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B526＋ 2 〃 ハナ 12．8�
611 タマモベルガモ 牡3栗 55 熊沢 重文タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 488＋ 42：37．4
 103．6�
510� ララクードゥリオン 牡4青鹿57 西田雄一郎フジイ興産� 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 510＋10 〃 クビ 148．1�
816 メイショウダッサイ 牡3黒鹿55 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 488＋ 42：37．5� 10．6�
59 ピンクアゲート 牝3鹿 53 吉田 隼人ディアレスト 高橋 義忠 浦河 小島牧場 466± 02：37．82 81．4�
23 コパデスコパ 牡3栗 55

52 ▲三津谷隼人小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 508＋ 82：39．39 38．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，094，200円 複勝： 21，023，400円 枠連： 8，875，400円
馬連： 26，517，400円 馬単： 13，313，400円 ワイド： 18，311，300円
3連複： 40，689，800円 3連単： 44，693，700円 計： 186，518，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 270円 � 190円 � 1，060円 枠 連（4－7） 1，740円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 770円 �� 4，010円 �� 3，740円

3 連 複 ��� 31，260円 3 連 単 ��� 155，780円

票 数

単勝票数 計 130942 的中 � 11938（4番人気）
複勝票数 計 210234 的中 � 20771（4番人気）� 35317（2番人気）� 4065（12番人気）
枠連票数 計 88754 的中 （4－7） 3940（9番人気）
馬連票数 計 265174 的中 �� 9688（6番人気）
馬単票数 計 133134 的中 �� 2370（14番人気）
ワイド票数 計 183113 的中 �� 6477（7番人気）�� 1143（41番人気）�� 1227（40番人気）
3連複票数 計 406898 的中 ��� 976（97番人気）
3連単票数 計 446937 的中 ��� 208（457番人気）

ハロンタイム 13．2―11．7―12．7―12．9―13．7―13．4―13．3―12．8―12．5―12．6―13．2―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―24．9―37．6―50．5―1：04．2―1：17．6―1：30．9―1：43．7―1：56．2―2：08．8―2：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」 上り4F52．0―3F39．5
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

エ ル ゼ ロ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．7．19 福島9着

2013．4．22生 牡3鹿 母 ゴールドマッシモ 母母 トレヴィサンライズ 10戦2勝 賞金 15，100，000円
〔制裁〕 キールコネクション号の騎手黛弘人は，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。
※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 ダンツチェック号・ミラクルナイト号
（非抽選馬） 1頭 ストラーノ号

第３回 福島競馬 第６日



3206311月20日 晴 重 （28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

712 コートシャルマン 牝4鹿 55 横山 和生 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 456－ 21：47．2 6．4�
11 エ レ ー デ 牝3鹿 53

52 ☆加藤 祥太前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 442＋ 21：47．41� 2．1�

35 シャンタルエット 牝4鹿 55 川須 栄彦 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 クビ 10．2�
46 リリカルホワイト 牝3芦 53 津村 明秀 �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 526＋ 41：47．5クビ 10．6�
23 セータコローナ 牝3鹿 53

52 ☆�島 克駿�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 496－ 6 〃 クビ 9．8	
611� モ シ モ シ 牝6黒鹿 55

53 △木幡 巧也小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 422－ 21：47．71 12．6

815 スイートメロディー 牝3鹿 53 国分 優作村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 480＋ 2 〃 ハナ 31．1�
34 ミスズマンボ 牝3青鹿53 国分 恭介永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 454－ 21：47．8	 229．0�
58 トラストマヴィア 牝3黒鹿53 荻野 琢真菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 488± 01：48．11
 11．7
47 ノーブルスノー 牝3芦 53 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 488＋ 21：48．31 35．7�
713 プリティクイーン 牝3栗 53

50 ▲三津谷隼人長谷川光司氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 436＋ 21：48．4
 71．1�
610 クラウンロマン 牝3芦 53 松岡 正海矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 446－ 21：48．82	 84．2�
814 ボールドアテンプト 牝3黒鹿53 吉田 隼人�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B452－ 6 〃 ハナ 56．3�
59 オールオブナイト 牝5黒鹿55 北村 友一市川義美ホール

ディングス� 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 438－ 61：49．75 20．6�
22 ニシノグリヨン 牝3栗 53 黛 弘人西村 亮二氏 奥平 雅士 新ひだか 沼田 照秋 464± 01：50．33	 122．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，814，200円 複勝： 26，772，900円 枠連： 9，041，200円
馬連： 33，051，300円 馬単： 18，423，000円 ワイド： 24，256，000円
3連複： 49，760，700円 3連単： 61，491，800円 計： 241，611，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 170円 � 130円 � 220円 枠 連（1－7） 600円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 300円 �� 840円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 9，010円

票 数

単勝票数 計 188142 的中 � 23237（2番人気）
複勝票数 計 267729 的中 � 36900（2番人気）� 67491（1番人気）� 25743（4番人気）
枠連票数 計 90412 的中 （1－7） 11553（1番人気）
馬連票数 計 330513 的中 �� 38839（1番人気）
馬単票数 計 184230 的中 �� 6847（4番人気）
ワイド票数 計 242560 的中 �� 22775（1番人気）�� 6621（8番人気）�� 16632（2番人気）
3連複票数 計 497607 的中 ��� 24517（1番人気）
3連単票数 計 614918 的中 ��� 4943（11番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．1―12．9―13．0―12．0―12．5―12．8―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．6―43．5―56．5―1：08．5―1：21．0―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コートシャルマン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Smart Strike デビュー 2014．7．6 中京1着

2012．2．10生 牝4鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar 13戦3勝 賞金 36，299，000円
〔制裁〕 エレーデ号の騎手加藤祥太は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番・9番・8番）

リリカルホワイト号の騎手津村明秀は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・8番）
※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 エクストラペトル号・ライディングハイ号

3206411月20日 晴 重 （28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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード2：59．3良

22 サウンドギャツビー 牡4黒鹿60 植野 貴也増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 498－103：04．9 2．7�
610� スズカグランデ �5栗 60 林 満明永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 434± 03：05．64 5．4�
34 クラシックマーク 牝5栗 58 石神 深一小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 444－ 83：05．81� 19．5�
58 � ダイメイサンジ 牡7鹿 60 蓑島 靖典宮本 昇氏 中野 栄治 平取 北島牧場 494＋ 43：06．22	 27．0�
57 ヤマイチレジェンド 牡4栗 60 熊沢 重文坂本 肇氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 514－ 6 〃 クビ 15．7�
813 レッドソレイユ �5鹿 60 上野 翔 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 456± 03：06．3クビ 7．7	
11 スズカプリティー 牝5鹿 58 大庭 和弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 474＋ 43：06．51� 9．9

712� ユアーザワン 牡4青 60 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 486－ 8 〃 ハナ 70．1�
46 ミヤコノアバランチ 牡3芦 58 大江原 圭吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 482＋ 83：07．03 87．2�
69 
 ウインエアフォース 牡4黒鹿60 山本 康志�ウイン 鈴木 伸尋 米 Brereton

C. Jones 540－ 23：07．53 52．1
814 タイキフロンティア 牡4黒鹿60 草野 太郎�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B466－ 23：07．92	 35．8�
33 ヘミングウェイ �6黒鹿60 高田 潤 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋143：09．38 4．4�
711 コリャコリャ 牝5鹿 58 江田 勇亮小田切有一氏 星野 忍 新ひだか 田中 裕之 484± 03：10．15 166．8�
45 ウエスタンニンジャ 牡5栗 60 五十嵐雄祐西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 480＋103：13．3大差 50．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，201，500円 複勝： 13，300，400円 枠連： 8，621，300円
馬連： 23，050，500円 馬単： 13，784，400円 ワイド： 14，986，400円
3連複： 38，315，000円 3連単： 51，043，400円 計： 175，302，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 160円 � 360円 枠 連（2－6） 720円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 260円 �� 960円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 12，100円

票 数

単勝票数 計 122015 的中 � 35130（1番人気）
複勝票数 計 133004 的中 � 27738（1番人気）� 24010（2番人気）� 6993（7番人気）
枠連票数 計 86213 的中 （2－6） 9195（1番人気）
馬連票数 計 230505 的中 �� 29070（1番人気）
馬単票数 計 137844 的中 �� 9624（1番人気）
ワイド票数 計 149864 的中 �� 17105（1番人気）�� 3669（11番人気）�� 2514（16番人気）
3連複票数 計 383150 的中 ��� 8144（8番人気）
3連単票数 計 510434 的中 ��� 3056（26番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 53．1－3F 39．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サウンドギャツビー �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2014．11．30 京都7着

2012．4．18生 牡4黒鹿 母 コスマグレース 母母 エ テ ー ル 障害：4戦1勝 賞金 11，300，000円



3206511月20日 晴 重 （28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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード2：59．3良

810 マイネプレセア 牝5青鹿58 山本 康志 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 43：04．5 1．7�

11 ウインセイヴィア 牡4栗 60 草野 太郎�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 466＋ 63：05．35 5．7�
33 トーアヒミコ 牝3黒鹿56 石神 深一高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 450＋ 63：05．4クビ 4．8�
78 イチゴアミーラ 牝3黒鹿56 高野 和馬合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 日高大洋牧場 448± 03：05．82� 20．3�
44 セイクリッドロード �7鹿 60 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 504＋ 43：06．12 12．2�
811� ゴ ー ス ル ー 牡6鹿 60 大江原 圭 	静内白井牧場 大江原 哲 新ひだか 橋本牧場 470＋103：06．52� 15．7

67 カゼノドリーム 牡4鹿 60 上野 翔深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 水上 習孝 460－ 23：08．09 86．1�
55 トーセンモバイル �4鹿 60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 470± 03：08．2� 43．8
79 イチザビーナス 牝3鹿 56 田村 太雅奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 木下牧場 464± 03：09．05 139．1�
66 テイエムサンピラー 牝3芦 56 植野 貴也竹園 正繼氏 岩元 市三 登別 ユートピア牧場 500± 03：16．6大差 16．5�
22 リターンエース 牡4栗 60 鈴木 慶太西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 436－103：19．2大差 168．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 13，325，400円 複勝： 13，551，200円 枠連： 7，814，500円
馬連： 22，701，400円 馬単： 16，612，200円 ワイド： 14，076，400円
3連複： 36，675，200円 3連単： 65，955，800円 計： 190，712，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（1－8） 420円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 220円 �� 280円 �� 440円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 1，760円

票 数

単勝票数 計 133254 的中 � 60550（1番人気）
複勝票数 計 135512 的中 � 44698（1番人気）� 20375（3番人気）� 20726（2番人気）
枠連票数 計 78145 的中 （1－8） 14135（1番人気）
馬連票数 計 227014 的中 �� 36909（1番人気）
馬単票数 計 166122 的中 �� 18259（1番人気）
ワイド票数 計 140764 的中 �� 18019（1番人気）�� 12982（2番人気）�� 7267（5番人気）
3連複票数 計 366752 的中 ��� 39303（1番人気）
3連単票数 計 659558 的中 ��� 27087（1番人気）
上り 1マイル 1：49．6 4F 55．2－3F 41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネプレセア �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2013．6．30 福島3着

2011．4．16生 牝5青鹿 母 コスモキララ 母母 ローズオブダイヤ 障害：6戦1勝 賞金 13，900，000円

3206611月20日 晴 稍重 （28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）

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
1：43．3
1：41．7

良
不良

46 エンクエントロス 牡4鹿 57
55 △木幡 巧也スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B502± 01：46．8 5．8�

713 スプリングキャロル 牝3鹿 53
52 ☆長岡 禎仁 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 406－121：46．9� 30．0�

610 ワイドリーザワン 牡4黒鹿57 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B452＋ 21：47．0� 2．5�

35 タ ニ ガ ワ 牡3鹿 55
54 ☆�島 克駿江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 474＋ 41：47．31� 4．2�

712 プッシュアゲン 牡3栗 55
53 △原田 和真浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 500－ 61：47．72� 20．8�

815 コルヌコピア 牝4黒鹿 55
52 ▲藤田菜七子池谷 誠一氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 458＋ 21：47．91� 7．6	

22 グラスレグナム 牡3鹿 55 杉原 誠人半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 490± 01：48．0クビ 17．4

47 カノヤカンザクラ 牡4栗 57

54 ▲森 裕太朗神田アヤ子氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 516＋ 21：48．21� 27．7�
58 ナリタノヘア 牝4鹿 55

52 ▲三津谷隼人�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 420－ 61：48．3クビ 41．0
59 ランドントウォーク 牡5青鹿57 水口 優也井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 476＋ 41：48．51� 281．9�
814 テ イ ア 牝4鹿 55 西村 太一�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 422± 0 〃 クビ 122．5�
11 サンディークス �4黒鹿57 藤懸 貴志 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B440－121：48．6� 95．0�
611	 セイウンアサヒ 牡4鹿 57

55 △伴 啓太成田 隆好氏 星野 忍 新冠 パカパカ
ファーム B474－ 21：48．81� 189．3�

34 	 インソムニア 牝4黒鹿55 平野 優窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 浦河 谷川牧場 464－ 41：49．11� 187．9�
23 メイショウカシュウ 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 498± 01：49．84 10．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，380，900円 複勝： 26，236，700円 枠連： 10，686，900円
馬連： 36，200，100円 馬単： 20，413，400円 ワイド： 25，971，100円
3連複： 54，739，600円 3連単： 70，554，800円 計： 264，183，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 500円 � 130円 枠 連（4－7） 2，140円

馬 連 �� 7，320円 馬 単 �� 11，780円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 320円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 4，690円 3 連 単 ��� 41，050円

票 数

単勝票数 計 193809 的中 � 26422（3番人気）
複勝票数 計 262367 的中 � 34162（3番人気）� 9341（8番人気）� 70629（1番人気）
枠連票数 計 106869 的中 （4－7） 3858（12番人気）
馬連票数 計 362001 的中 �� 3829（23番人気）
馬単票数 計 204134 的中 �� 1299（40番人気）
ワイド票数 計 259711 的中 �� 3729（20番人気）�� 23847（2番人気）�� 6157（11番人気）
3連複票数 計 547396 的中 ��� 8744（15番人気）
3連単票数 計 705548 的中 ��� 1246（137番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．5―30．7―43．9―56．7―1：08．5―1：21．1―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エンクエントロス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2014．7．6 福島6着

2012．3．10生 牡4鹿 母 ダッチアイリス 母母 ブラックシャワー 25戦3勝 賞金 37，950，000円
〔制裁〕 スプリングキャロル号の騎手長岡禎仁は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：6番・12番・

4番・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。
（非当選馬） 3頭 カリテスグレース号・スマートダイバー号・メイショウカマクラ号



3206711月20日 晴 稍重 （28福島3）第6日 第7競走 ��2，600�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
2：37．3
2：37．3

良
良

612 ファータグリーン 牝3鹿 53 津村 明秀斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 430－ 42：44．0 5．0�
713 シャインブライト 牡3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－ 22：44．1� 2．9�
48 レ ジ ェ 牝3黒鹿53 丸田 恭介 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 422－ 82：44．52� 4．0�
35 チ ャ リ シ ー 牝4鹿 55

53 △木幡 巧也吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 508－ 22：44．81� 5．3�
714 マイネルフレスコ 牡5栗 57

54 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 476－ 6 〃 クビ 57．3	

816 ウインブルーローズ 牡4鹿 57 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 480－ 22：44．9クビ 35．5

24 プレミアステイタス 牝5黒鹿55 西田雄一郎 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 472－142：45．0� 100．8�
11 ラ ム レ イ 牝4鹿 55 横山 和生山本 剛史氏 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 474＋ 22：45．21� 138．7�
36 ダンツチェック 牝3鹿 53 藤懸 貴志山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 494－ 42：45．41� 40．9
59 フォーラウェイ 牡3鹿 55 北村 友一 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 440－ 42：45．72 45．5�
47 ウインレーベン 牡5青鹿57 松岡 正海�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 456－ 22：45．91� 16．0�
510 アドマイヤガスト 牡4鹿 57 丸山 元気近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 526＋102：46．0� 16．5�
611 ウインドオブホープ 	3栗 55 杉原 誠人�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 520＋ 42：46．32 63．0�
12 ステラレガーロ 牝4黒鹿 55

53 △原田 和真村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 440－ 42：46．83 130．6�
23 ポ ロ ス 牝3鹿 53 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 470＋ 42：48．18 227．4�
815 ナンヨーテンプル 牡4黒鹿57 黛 弘人中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 B484＋ 82：48．31� 66．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，946，500円 複勝： 25，551，400円 枠連： 10，365，600円
馬連： 33，612，700円 馬単： 16，918，300円 ワイド： 22，295，900円
3連複： 47，882，100円 3連単： 62，921，800円 計： 236，494，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 150円 � 110円 � 140円 枠 連（6－7） 610円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 260円 �� 430円 �� 320円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 5，690円

票 数

単勝票数 計 169465 的中 � 26659（3番人気）
複勝票数 計 255514 的中 � 38697（3番人気）� 68703（1番人気）� 45161（2番人気）
枠連票数 計 103656 的中 （6－7） 13028（2番人気）
馬連票数 計 336127 的中 �� 42083（1番人気）
馬単票数 計 169183 的中 �� 8566（4番人気）
ワイド票数 計 222959 的中 �� 23073（1番人気）�� 12220（4番人気）�� 18005（3番人気）
3連複票数 計 478821 的中 ��� 42486（1番人気）
3連単票数 計 629218 的中 ��� 8010（10番人気）

ハロンタイム 13．3―11．8―12．2―12．5―13．2―13．3―13．1―13．1―12．7―12．2―12．1―11．9―12．6

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―25．1―37．3―49．8―1：03．0―1：16．3―1：29．4―1：42．5―1：55．2―2：07．4―2：19．5―2：31．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファータグリーン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．7．5 福島3着

2013．4．23生 牝3鹿 母 レディーダービー 母母 ウメノファイバー 14戦2勝 賞金 26，800，000円
※ステラレガーロ号・ダンツチェック号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3206811月20日 晴 稍重 （28福島3）第6日 第8競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳以上

発走13時35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

48 オーロラッシュ 牡4鹿 57
55 △木幡 巧也山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 454± 01：08．7 10．3�
815 メイショウボノム 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 470± 01：08．8� 19．3�
713	 エイシンパライソ 牡4栗 57 津村 明秀�栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm B514－ 4 〃 アタマ 2．1�
510 アルマクレヨン 
4栗 57 大庭 和弥コウトミックレーシング 高橋 文雅 新ひだか 静内酒井牧場 494－ 41：09．12 193．2�
36 ケ イ マ 牡3鹿 56 国分 恭介石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 徳本 幸雄 488－101：09．2クビ 4．7�
24 � ウエスタンレオーネ 牡4青鹿57 横山 和生西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 490＋ 2 〃 クビ 383．6	
11 ビ バ ラ ビ ダ 牝3鹿 54

53 ☆長岡 禎仁桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 462－ 41：09．3クビ 57．0

612 パルパルパンダ 牝3黒鹿 54

52 △原田 和真内田 玄祥氏 松山 将樹 新ひだか 田中 裕之 472＋12 〃 クビ 42．4�
714 サンマルメジャール 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 462＋ 4 〃 ハナ 52．3�
611 キチロクステージ 牡3鹿 56 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 470＋ 21：09．72� 36．4
35 	 エイシンビジョン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣�栄進堂 藤原 英昭 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

462＋ 21：10．01� 15．7�
12 ローゼンタール 牝3栗 54 松岡 正海岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 504－ 81：10．1� 5．5�
47 � スフバータル 牡3栗 56 西村 太一�和田牧場 和田 正道 新ひだか 城市 公 472－13 〃 アタマ 113．1�
816 サンアルパイン 
4鹿 57 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B506＋101：10．31 120．4�
23 � ハヤブサゲッツ 牡4黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 500＋ 21：10．61� 16．2�
59 � ホ ー ミ ー 牡3黒鹿 56

54 △伴 啓太小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル B456＋ 1 〃 クビ 160．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，913，700円 複勝： 26，282，700円 枠連： 11，508，000円
馬連： 37，571，300円 馬単： 20，782，400円 ワイド： 26，120，600円
3連複： 56，120，900円 3連単： 71，332，200円 計： 271，631，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 220円 � 340円 � 130円 枠 連（4－8） 8，030円

馬 連 �� 8，890円 馬 単 �� 20，950円

ワ イ ド �� 2，630円 �� 400円 �� 960円

3 連 複 ��� 6，050円 3 連 単 ��� 75，940円

票 数

単勝票数 計 219137 的中 � 16914（4番人気）
複勝票数 計 262827 的中 � 27492（4番人気）� 14976（5番人気）� 72108（1番人気）
枠連票数 計 115080 的中 （4－8） 1110（21番人気）
馬連票数 計 375713 的中 �� 3274（29番人気）
馬単票数 計 207824 的中 �� 744（57番人気）
ワイド票数 計 261206 的中 �� 2362（29番人気）�� 18254（3番人気）�� 6819（9番人気）
3連複票数 計 561209 的中 ��� 6954（19番人気）
3連単票数 計 713322 的中 ��� 681（232番人気）

ハロンタイム 9．4―10．6―11．0―12．1―12．5―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．0―31．0―43．1―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーロラッシュ �
�
父 パーソナルラッシュ �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2014．7．12 福島2着

2012．3．10生 牡4鹿 母 モエレサンタマリア 母母 ピサノガレー 26戦2勝 賞金 32，670，000円
〔制裁〕 サンアルパイン号の騎手岩部純二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・6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 サウスリバティー号・スズカオーショウ号・ワンダーヴィーヴァ号



3206911月20日 晴 稍重 （28福島3）第6日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14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

47 � フジノパンサー 牡3鹿 56 横山 和生久保 佳和氏 古賀 史生 新ひだか 岡田スタツド 504± 01：10．4 4．1�
815 ニシノハレブタイ 牡3鹿 56 黛 弘人西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 480＋ 61：10．71� 105．5�
23 リルティングインク 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 450－ 4 〃 ハナ 23．0�

510 ブレイズガール 牝3鹿 54
53 ☆加藤 祥太岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B480－ 6 〃 ハナ 11．7�

714 アフターダーク 牝3鹿 54 津村 明秀三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 488＋ 4 〃 アタマ 59．9�
12 フルオブスターズ 牝3黒鹿54 丸田 恭介	村田牧場 奥村 武 新冠 村田牧場 424± 01：10．8� 8．8

35 ナムラエルサ 牝3鹿 54 松岡 正海奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 468＋ 6 〃 クビ 3．0�
24 ジャミールカズマ 牡4青鹿 57

54 ▲森 裕太朗合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 486＋ 21：10．9クビ 21．3�
612 レ イ リ オ ン 牝3鹿 54 	島 良太 	キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 424＋ 2 〃 クビ 19．5
48 トゥルームーン 牝4鹿 55

53 △木幡 巧也鈴木 芳夫氏 牧 光二 日高 荒井ファーム 492－ 81：11．0� 10．2�
36 バトルグランドリイ 牝3鹿 54 川須 栄彦宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 448－ 4 〃 ハナ 16．3�
713 メイショウフレイヤ 牝3栗 54 荻野 琢真松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 460－ 6 〃 アタマ 34．5�
11 キョウエイボヌール 牝5栗 55

54 ☆長岡 禎仁田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 470－ 41：11．1クビ 111．4�
816� スズカブレーン 牡4鹿 57 吉田 隼人永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B478－ 41：11．2� 9．9�
59 オウケンダイヤ 牝3黒鹿54 国分 恭介福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 382－ 21：11．62� 149．9�
611 ゼンノトライブ 牡3黒鹿 56

55 ☆	島 克駿大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 428－101：11．92 113．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，405，300円 複勝： 27，087，400円 枠連： 12，468，400円
馬連： 39，955，900円 馬単： 20，282，000円 ワイド： 26，506，600円
3連複： 57，615，300円 3連単： 74，251，800円 計： 277，572，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 2，740円 � 810円 枠 連（4－8） 1，250円

馬 連 �� 35，140円 馬 単 �� 52，450円

ワ イ ド �� 10，580円 �� 2，300円 �� 35，220円

3 連 複 ��� 334，970円 3 連 単 ��� 1，196，270円

票 数

単勝票数 計 194053 的中 � 37223（2番人気）
複勝票数 計 270874 的中 � 49751（2番人気）� 2114（15番人気）� 7684（10番人気）
枠連票数 計 124684 的中 （4－8） 7726（6番人気）
馬連票数 計 399559 的中 �� 881（66番人気）
馬単票数 計 202820 的中 �� 290（111番人気）
ワイド票数 計 265066 的中 �� 642（70番人気）�� 3026（29番人気）�� 192（107番人気）
3連複票数 計 576153 的中 ��� 129（358番人気）
3連単票数 計 742518 的中 ��� 45（1728番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．2―11．7―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．5―46．2―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フジノパンサー �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 サンデーサイレンス （1戦0勝 賞金 1，600，000円）

2013．3．25生 牡3鹿 母 キョウエイデビュー 母母 ジ ャ ー バ イ 3戦1勝 賞金 9，800，000円
地方デビュー 2015．4．22 門別

3207011月20日 晴 稍重 （28福島3）第6日 第10競走 ��1，800�
つ ち ゆ お ん せ ん

土 湯 温 泉 特 別
発走14時40分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

815 スマートルビー 牝3栗 53 黛 弘人大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 434＋ 81：51．3 6．2�
816 ローズウィスパー 牝3鹿 53 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 456－ 4 〃 クビ 13．4�
510 ヴァンデミエール 牝5鹿 55 伊藤 工真�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 21：51．61� 12．1�
36 エクストラファイン 牝4黒鹿55 松岡 正海 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 462＋ 21：51．7� 19．1�
714 ゴールドエフォート 牝3栗 53 丸山 元気 �シルクレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 41：51．91� 25．3	
48 スターファセット 牝4鹿 55 吉田 隼人吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 458－ 2 〃 ハナ 5．2

11 アイノカケハシ 牝4鹿 55 横山 和生國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 420－ 8 〃 ハナ 46．1�
23 ヨシノザクラ 牝3芦 53 国分 恭介前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－10 〃 クビ 36．1�
612 ア ウ ェ イ ク 牝3鹿 53 杉原 誠人 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：52．0クビ 3．4
713 パヴェダイヤモンド 牝4栗 55 丸田 恭介大塚 亮一氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 456－12 〃 ハナ 69．1�
59 アイスコールド 牝3鹿 53 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 4 〃 クビ 8．3�
47 フィエスタオーレ 牝3黒鹿53 加藤 祥太�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434＋ 21：52．31� 105．3�
35 エッジースタイル 牝3栗 53 	島 克駿 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 458－ 21：52．72� 6．9�
24 テイエムフタエマル 牝4鹿 55 岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 482＋281：52．91� 56．0�
12 グレイスフルワード 牝4鹿 55 川須 栄彦 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 408－141：53．75 272．1�
611
 スマイルユニバンス 牝5黒鹿55 木幡 巧也亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 436－ 41：55．8大差 201．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，396，100円 複勝： 40，651，300円 枠連： 18，483，300円
馬連： 59，646，600円 馬単： 28，916，600円 ワイド： 38，355，000円
3連複： 88，013，000円 3連単： 109，643，900円 計： 410，105，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 250円 � 400円 � 320円 枠 連（8－8） 4，460円

馬 連 �� 5，210円 馬 単 �� 9，810円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 1，680円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 22，500円 3 連 単 ��� 102，300円

票 数

単勝票数 計 263961 的中 � 33537（3番人気）
複勝票数 計 406513 的中 � 46687（3番人気）� 24479（7番人気）� 33089（6番人気）
枠連票数 計 184833 的中 （8－8） 3210（16番人気）
馬連票数 計 596466 的中 �� 8872（21番人気）
馬単票数 計 289166 的中 �� 2209（39番人気）
ワイド票数 計 383550 的中 �� 5783（21番人気）�� 5928（20番人気）�� 3558（32番人気）
3連複票数 計 880130 的中 ��� 2933（77番人気）
3連単票数 計1096439 的中 ��� 777（361番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―36．8―49．7―1：02．4―1：14．9―1：27．2―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートルビー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2016．2．14 東京3着

2013．5．3生 牝3栗 母 ビーウインド 母母 ビクトリーマッハ 6戦2勝 賞金 17，306，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマイルユニバンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年12月20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。
（非抽選馬） 5頭 イタリアンフェッテ号・オアーゾ号・ステラレガーロ号・ストライクショット号・メイショウベニフジ号



3207111月20日 晴 稍重 （28福島3）第6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，日本馬：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，�：3歳54�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

福島民友新聞社長賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

814 トラキチシャチョウ 牡5鹿 56 丹内 祐次 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 504－ 61：44．6 18．5�
712 ブラゾンドゥリス 牡4鹿 56 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 522－ 61：44．81	 7．6�
59 モズライジン 牡4芦 56 丸田 恭介 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 486＋ 61：44．9
 3．6�
611 イースターパレード �7栗 56 加藤 祥太�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 516＋12 〃 クビ 151．2�
713 サンライズホーム 牡5青鹿56 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 B494＋ 81：45．11	 7．4�
11 ショウナンアポロン 牡6鹿 59 松岡 正海国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 510＋14 〃 アタマ 37．7	
23 リ ッ カ ル ド �5芦 58 黛 弘人岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 21：45．31	 4．0

22 キ ク ノ ソ ル 牡6鹿 56 吉田 隼人菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 510＋ 2 〃 ハナ 14．2�
58 ヒラボクプリンス 牡6鹿 56 丸山 元気�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 494－ 41：45．4
 42．6�
35 トミケンユークアイ �7黒鹿56 川須 栄彦冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 498＋12 〃 アタマ 90．3
610 ブライトアイディア 牡6栗 56 国分 恭介小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522＋10 〃 ハナ 31．8�
47 グレナディアーズ 牡5鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B498－ 61：45．6 18．7�
815 ミヤジタイガ 牡6鹿 56 国分 優作曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 512＋ 81：46．34 75．0�
46 � サトノプリンシパル �6鹿 57 �島 克駿里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida B550－ 61：46．51	 128．2�
34 � アジアエクスプレス 牡5栗 58 津村 明秀馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Ocala Stud B554＋ 41：46．6
 6．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，931，600円 複勝： 63，532，500円 枠連： 39，293，900円
馬連： 177，197，000円 馬単： 73，783，500円 ワイド： 79，447，100円
3連複： 262，170，700円 3連単： 367，079，100円 計： 1，110，435，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 410円 � 250円 � 150円 枠 連（7－8） 2，990円

馬 連 �� 8，310円 馬 単 �� 20，040円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 1，000円 �� 530円

3 連 複 ��� 6，720円 3 連 単 ��� 75，600円

票 数

単勝票数 計 479316 的中 � 20663（7番人気）
複勝票数 計 635325 的中 � 32075（8番人気）� 61909（5番人気）� 138413（1番人気）
枠連票数 計 392939 的中 （7－8） 10175（12番人気）
馬連票数 計1771970 的中 �� 16511（31番人気）
馬単票数 計 737835 的中 �� 2760（68番人気）
ワイド票数 計 794471 的中 �� 9360（24番人気）�� 20157（12番人気）�� 40757（3番人気）
3連複票数 計2621707 的中 ��� 29240（24番人気）
3連単票数 計3670791 的中 ��� 3520（251番人気）

ハロンタイム 7．0―10．6―11．9―12．4―12．5―12．0―12．5―12．7―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―29．5―41．9―54．4―1：06．4―1：18．9―1：31．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トラキチシャチョウ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Cozzene デビュー 2013．12．7 阪神6着

2011．5．18生 牡5鹿 母 タイキプレリュード 母母 Private Encore 26戦5勝 賞金 103，126，000円
［他本会外：2戦1勝］

※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 サイモントルナーレ号・ベルルミエール号

3207211月20日 晴 稍重 （28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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 609，000円 174，000円 87，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

36 スカイパッション 牝4栗 55 吉田 隼人小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 450－141：10．6 7．2�
35 アポロノシンザン 牡4鹿 57 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 482± 01：10．81� 3．2�
816	 スペードクイーン 牝3栗 54 丸田 恭介吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 458＋ 21：11．22
 6．1�
815� レッドアフレイム 牡4鹿 57 伊藤 工真 �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 438－ 6 〃 ハナ 23．6�
12 � ジ ェ ス ロ �3鹿 56 島 克駿松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 408－ 8 〃 ハナ 57．7�
510 リュウツバメ 牝6鹿 55 伴 啓太田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 542－ 2 〃 クビ 98．1	
714	 エナジータウン 牡4鹿 57 北村 友一幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 452－ 21：11．3� 8．1

48 ダイワプロパー 牝4栗 55 川須 栄彦大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 484± 01：11．4
 3．5�
611 ラブローレル 牝4青鹿55 丹内 祐次増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 428－ 21：11．5
 21．6�
713 カゼノシッポ 牝3栗 54 木幡 巧也酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 432± 0 〃 アタマ 42．3�
59 	 エアオブザドラゴン 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 高木 登 英 Cheveley Park

Stud Ltd 506± 01：11．6クビ 23．2�
612� グレースシャンティ 牝3芦 54 水口 優也佐藤 良二氏 本間 忍 新冠 中地 義次 440－121：11．81� 202．2�
11 オレンジガール 牝3鹿 54 大庭 和弥樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 432－ 41：12．01 161．1�
24 ル ノ ー ト ル �3青鹿56 荻野 琢真吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 454－101：12．1� 34．9�
47 	� ホワイトソックス 牝4青鹿55 杉原 誠人山住 勲氏 千田 輝彦 米 Mr. & Mrs. Char-

les McGinnes 414－111：12．84 207．4�
23 ニケトップラン 牝3鹿 54 丸山 元気島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム B456＋ 61：13．22
 148．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，332，700円 複勝： 32，608，100円 枠連： 18，535，400円
馬連： 64，238，200円 馬単： 29，947，700円 ワイド： 34，010，000円
3連複： 92，849，000円 3連単： 128，746，000円 計： 428，267，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 150円 � 190円 枠 連（3－3） 1，220円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 450円 �� 900円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 16，800円

票 数

単勝票数 計 273327 的中 � 29970（4番人気）
複勝票数 計 326081 的中 � 39899（4番人気）� 64736（1番人気）� 40925（3番人気）
枠連票数 計 185354 的中 （3－3） 11691（5番人気）
馬連票数 計 642382 的中 �� 42930（2番人気）
馬単票数 計 299477 的中 �� 8092（8番人気）
ワイド票数 計 340100 的中 �� 20009（3番人気）�� 9243（9番人気）�� 15146（4番人気）
3連複票数 計 928490 的中 ��� 24819（6番人気）
3連単票数 計1287460 的中 ��� 5555（34番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．6―11．8―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．9―46．7―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スカイパッション �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2015．1．11 京都7着

2012．2．27生 牝4栗 母 ユ キ ノ マ イ 母母 エ ス カ ニ ア 10戦2勝 賞金 27，960，000円
〔制裁〕 スカイパッション号の騎手吉田隼人は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・7番・2番）

スペードクイーン号の騎手丸田恭介は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グランドポピー号・マイネルパッセ号・ミスズスター号
（非抽選馬）15頭 ヴァッフシュテルケ号・クラウンルシフェル号・クリノスイートピー号・コウユーココロザシ号・サトノアイリ号・

シェヴェルニー号・スリーチアサウス号・トウシンムサシ号・ナウシカ号・ナッツスター号・ファジーネーブル号・
マコトグナイゼナウ号・ユッセ号・ラブターボ号・レーヴドプランス号

３レース目



（28福島3）第6日 11月20日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 180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

196，350，000円
1，270，000円
2，800，000円
1，950，000円
19，800，000円
72，102，250円
6，135，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
251，218，700円
336，741，000円
164，767，900円
583，662，100円
288，885，200円
344，754，000円
873，253，600円
1，163，886，600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 4，007，169，100円

総入場人員 14，083名 （有料入場人員 11，334名）



平成28年度 第3回福島競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，052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

1，155，420，000円
10，150，000円
38，160，000円
11，020，000円
118，570，000円
411，775，750円
32，528，000円
10，099，200円

勝馬投票券売得金
1，479，702，300円
2，064，974，800円
972，178，000円
3，399，717，000円
1，707，226，900円
2，012，819，200円
4，999，339，400円
6，800，852，700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 23，436，810，300円

総入場延人員 66，506名 （有料入場延人員 54，358名）
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