
３００７３１１月１１日 小雨 良 （１８福島３）第７日 第１競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走９時５０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

１：５０．２
１：４６．７

良

良

４６ � アルナスライン 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ５５２－ ４１：５１．２ ２７．６�

８１４� バンブーソクラテス 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三�バンブー牧場 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 ４９４－ ２１：５１．６２� ４．６�
３４ � プライドイズハート 牡２鹿 ５５ 福永 祐一三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 ５１６＋２４１：５１．９２ ６．８�
３３ リキアイアチーブ 牝２黒鹿５４ 西田雄一郎高山 幸雄氏 境 征勝 静内 岡田牧場 ４７４± ０ 〃 クビ ５６．５�
４５ � マイネルグラナーテ 牡２栗 ５５ A．スボリッチ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 伊藤 伸一 三石 中村 和夫 ４７６－ ２１：５２．０� ３．２�

（独）

５７ � エドノダンス 牡２芦 ５５ 石橋 脩遠藤 喜松氏 斎藤 宏 三石 沖田 忠幸 ５１６－ ２１：５２．２１� ２７．３	
７１１ グラントリアノン 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 作田 誠二 早来 ノーザンファーム ４４８－ ２１：５２．５１	 ５．７

２２ �� クリノオンディーヌ 牝２黒鹿５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 三石 嶋田牧場 ４９０－ ６１：５３．２４ １２．８�
１１ � チアズジョイ 牡２鹿 ５５ 中舘 英二北村キヨ子氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー

クスタツド ５００－ ４１：５３．５１	 ９．５�
５８ タイセイディーバ 牝２栗 ５４

５３ ☆鮫島 良太田中 成奉氏 武藤 善則 門別 碧雲牧場 ４５２＋ ４１：５３．８２ １１５．７
６９ マイネルテアトロン 牡２鹿 ５５

５２ ▲佐藤 聖也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ５０８＋１４１：５３．９クビ ４３．３�

７１２� リュウシャルマン 牝２黒鹿 ５４
５３ ☆吉田 隼人福井 章哉氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ４６０－ ６１：５４．１１
 ９１．２�

６１０� サンキストゴールド 牡２鹿 ５５ 田嶋 翔南波 壽氏 小島 貞博 三石 本桐牧場 ４４８± ０１：５４．４２ １１．４�
８１３� フ ィ ジ カ ル 牡２鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人小平 学氏 高橋 義博 門別 中野 順一 ４７４＋ ２ 〃 クビ １８７．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５，５７６，８００円 複勝： ７，８０７，１００円 枠連： ７，４１５，８００円

普通馬連： ２３，３０２，０００円 馬単： ２３，０７４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６，５１７，８００円

３連複： ３６，４２８，７００円 ３連単： 発売なし 計： １１０，１２２，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２，７６０円 複 勝 � ７９０円 � １９０円 � ２４０円 枠 連（４－８） ８２０円

普通馬連 �� ６，７９０円 馬 単 �� １９，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４１０円 �� ３，２５０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １６，９３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ５５７６８ 的中 � １５９６（９番人気）
複勝票数 計 ７８０７１ 的中 � ２０３７（９番人気）� １３０５２（２番人気）� ９０１２（４番人気）
枠連票数 計 ７４１５８ 的中 （４－８） ６６８９（１番人気）
普通馬連票数 計 ２３３０２０ 的中 �� ２５３５（２６番人気）
馬単票数 計 ２３０７４３ 的中 �� ８７５（６１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６５１７８ 的中 �� ６４４（２８番人気）�� ４７３（３６番人気）�� ３１３８（５番人気）
３連複票数 計 ３６４２８７ 的中 ��� １５８８（５３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．４―３５．９―４９．０―１：０２．０―１：１４．５―１：２６．８―１：３９．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アルナスライン �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 El Gran Senor デビュー ２００６．６．２５ 京都１１着

２００４．２．１８生 牡２鹿 母 エ ラ テ ィ ス 母母 Summer Review ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 クリノオンディーヌ号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。
※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 スガノモーニング号・ミヤギペガサス号
（非抽選馬） １頭 ストロングキャロル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３００７４１１月１１日 雨 良 （１８福島３）第７日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時１５分 （芝・右）

牝，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

１：０８．８
１：０７．８

良

良

７１４� ミヤギバスター 牝２黒鹿５４ 木幡 初広菅原 光博氏 大和田 稔 門別 ヤナガワ牧場 ４３４ ―１：１２．１ １１．０�

４７ � マッキービーナス 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 早来 吉田 三郎 ４１２ ―１：１２．６３ ４．６�
６１１ フェアリーストーン 牝２鹿 ５４ 長谷川浩大後藤 繁樹氏 田島 良保 浦河 ターフィー牧場 ４１６ ―１：１２．８１� ３．８�
３６ ゴールデンルール 牝２鹿 ５４

５１ ▲佐藤 聖也岡田 牧雄氏 平井 雄二 静内 石川 栄一 ４４８ ―１：１２．９� ７４．１�
５１０� フェアリースポット 牝２鹿 ５４ 江田 照男 �グリーンファーム 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４５４ ―１：１３．１１� ８．６�
２４ � ソ ー ニ ョ 牝２鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人江川 伸夫氏 矢野 進 浦河 信岡牧場 ４１０ ― 〃 クビ ７７．７�
８１５� テイエムアイガテ 牝２栗 ５４

５２ △塚田 祥雄竹園 正繼氏 石栗 龍彦 鹿児島 テイエム牧場 ４１６ ―１：１３．３１ １９．０	
７１３� グラマラスドール 牝２芦 ５４ 村田 一誠吉村 敏治氏 萱野 浩二 静内 藤沢牧場 ４７４ ― 〃 クビ １１．０

３５ ナ ミ ノ オ ト 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介河内 孝夫氏 相沢 郁 浦河 川越ファーム ４６０ ―１：１３．５１� ６０．１�
６１２ エスケービリーヴ 牝２黒鹿５４ 池田 鉄平エスケー貿易� 石栗 龍彦 三石 萩澤 泰博 ４６４ ― 〃 クビ ７７．６�
５９ イヴピアジェ 牝２黒鹿５４ A．スボリッチ ターフ・スポート岩戸 孝樹 浦河 中島牧場 ４６６ ―１：１３．６クビ １５．９�

（独）

２３ ソ ツ ギ ョ ウ 牝２鹿 ５４
５１ ▲高野 和馬江川 伸夫氏 田子 冬樹 浦河 辻 牧場 ４５０ ―１：１４．２３� ８３．８�

１１ グレートマーブル 牝２鹿 ５４
５１ ▲田中 克典グランド牧場 高松 邦男 三石 元茂 義一 ４６２ ― 〃 クビ １６．４�

８１６� ナ ツ ア ザ ミ 牝２鹿 ５４ 二本柳 壮 社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２ ―１：１４．５１� ５．３�

１２ テンエイルンルン 牝２栗 ５４ 佐藤 哲三熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人
熊坂開発 ４５４ ―１：１４．６� ２８．４�

４８ � ユキノハナグルマ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行遠藤 宗義氏 二本柳俊一 三石 山口 忠彦 ４５２ ― 〃 ハナ ９９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４，７７０，７００円 複勝： ５，５８２，６００円 枠連： ９，８９５，４００円

普通馬連： １６，８００，７００円 馬単： １７，８２９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４，７７９，８００円

３連複： ２５，５５５，０００円 ３連単： 発売なし 計： ８５，２１３，５００円

払 戻 金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ２５０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（４－７） １，１６０円

普通馬連 �� ２，４２０円 馬 単 �� ５，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ７２０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ３，８３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ４７７０７ 的中 � ３４３２（６番人気）
複勝票数 計 ５５８２６ 的中 � ４７８８（５番人気）� １１８２４（１番人気）� ９０５３（２番人気）
枠連票数 計 ９８９５４ 的中 （４－７） ６３２２（６番人気）
普通馬連票数 計 １６８００７ 的中 �� ５１３４（７番人気）
馬単票数 計 １７８２９３ 的中 �� ２６２７（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７７９８ 的中 �� １３４２（７番人気）�� １６１１（５番人気）�� ２９２５（２番人気）
３連複票数 計 ２５５５５０ 的中 ��� ４９３４（５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．８―１２．２―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．７―３５．５―４７．７―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミヤギバスター �
�
父 Jade Robbery �

�
母父 Darshaan 初出走

２００４．１．３１生 牝２黒鹿 母 マザーシプトン 母母 Temora １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１２頭 アタランテ号・イチエイジュン号・カシノアマゾネス号・キセキノオーラ号・グランドクリーク号・

ジャックローズ号・トライマイクイン号・バンビーナリタ号・ラインジュエル号・ラードロロフティー号・
リバルドソナタ号・レイザマーベラス号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３００７５１１月１１日 雨 良 （１８福島３）第７日 第３競走 ��２，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時４５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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� 基準タイム

中央レコード

２：３２．７
２：２８．８

不良

重

８１５� オースミダンスイン 牡４鹿 ５７ 江田 照男�オースミ 菅原 泰夫 門別 本間牧場 ５４４＋ ４２：３３．４ ２．９�

３６ � タカオセンチュリー 牡３栗 ５５
５４ ☆津村 明秀櫻井 登氏 矢作 芳人 新冠 川上 悦夫 ５０４＋１２２：３４．０３� ３．８�

２３ � スターフォワード 牡３栗 ５５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４８４＋１４２：３４．５３ ２．８�
５９ マルブツクロス 牡３芦 ５５ 木幡 初広大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ５２４＋ ２２：３４．７１� １５．２�
８１６� バンダムカーン 牡５鹿 ５７ 青木 芳之山科 統氏 南田美知雄 門別 坂 牧場 B４７４＋１０２：３４．８� ２４．３�
１１ � トゥルービューティ 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲的場 勇人窪田 芳郎氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４３２± ０２：３５．４３� ３７．８	
１２ � メジロハックマン 牡５栗 ５７ 高橋 智大�メジロ牧場 土田 稔 伊達 メジロ牧場 ４５４－ ４２：３５．８２� ２８．６

３５ クリスタルバッハ 牡４鹿 ５７

５５ △塚田 祥雄小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４７２± ０２：３６．３３ ２１．４�
７１３� ア ル ゲ ニ ブ 牡３栗 ５５

５２ ▲田中 博康 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 久保田貴士 静内 武岡牧場 ４６０－ ２２：３６．７２� １６０．６�

７１４�	 トーセンマウンテン 
８鹿 ５７ 加藤士津八島川 利子氏 加藤 和宏 浦河 永田 克之 ５１２＋ ４２：３６．９１� ４２．１
２４ � ジャックフロスト 
６芦 ５７ 赤木高太郎サウスニア� 岩戸 孝樹 浦河 三嶋牧場 B５１４－ ９２：３７．２２ ６４．８�
４８ ミスフェイスフル 牝３鹿 ５３ 難波 剛健�口 正蔵氏 須貝 彦三 浦河 馬道 繁樹 ４５０－ ２２：３７．３� ７３．７�
６１１ エプソムフォルテ 牡３黒鹿５５ 平沢 健治 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 岩城 博俊 門別 浜本牧場 ４５４＋２２２：３８．１５ ３８５．２�
６１２�� エスペランサワン 牡４鹿 ５７ 石橋 脩加藤 春夫氏 柴田 政人 様似 様似共栄牧場 ５２６＋２９２：３９．３７ ２６６．０�
４７ 	 レオヴァーサス 牡３栗 ５５

５２ ▲高野 和馬�レオ 田子 冬樹 三石 筒井 征文 ５０６－ ４ 〃 アタマ ２２５．２�
５１０ リュウミラクル 牡３鹿 ５５

５４ ☆吉田 隼人福井 章哉氏 武藤 善則 森 笹川大晃牧場 ４４０－１０２：４０．５７ ２４８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，８０１，０００円 複勝： ９，９５４，４００円 枠連： １７，５８０，３００円

普通馬連： ３１，７７９，９００円 馬単： ３４，５０７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ８，８８３，３００円

３連複： ４４，３４９，４００円 ３連単： 発売なし 計： １５７，８５５，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（３－８） ４５０円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� １，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １９０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １０８０１０ 的中 � ２９９５１（２番人気）
複勝票数 計 ９９５４４ 的中 � ３２９０１（１番人気）� １６７１４（２番人気）� １６５４９（３番人気）
枠連票数 計 １７５８０３ 的中 （３－８） ２９０３５（２番人気）
普通馬連票数 計 ３１７７９９ 的中 �� ５０２８３（２番人気）
馬単票数 計 ３４５０７５ 的中 �� ２１０５２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８８８３３ 的中 �� ９６２９（２番人気）�� １３１３７（１番人気）�� ５７０４（３番人気）
３連複票数 計 ４４３４９４ 的中 ��� ４９４４６（１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．１―１３．２―１３．９―１３．２―１３．５―１２．８―１２．４―１３．０―１２．５―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�
１２．８―２４．２―３６．３―４９．５―１：０３．４―１：１６．６―１：３０．１―１：４２．９―１：５５．３―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４F５０．５―３F３８．１
１
�
８，１２（１０，９，１）（２，１５，１４）（６，５）７（４，１１，３）＝（１３，１６）・（８，１）（９，１５）（１２，６）（２，１４）（５，３）－（１６，４）１１，１０（７，１３）

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

勝馬の
紹 介

�オースミダンスイン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ニツポーテイオー デビュー ２００４．７．４ 福島７着

２００２．４．１８生 牡４鹿 母 ニッポーバーディー 母母 セキノゴツド ３２戦３勝 賞金 ４４，２７０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 リュウミラクル号は，平成１８年１２月１１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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 ジェムシリカ号・ダイワアスカロン号・チョウカイファイト号・ハロウィンシチー号・フサイチミライ号・

ヤマニンリュクス号・ルクシオン号



３００７６１１月１１日 雨 稍重 （１８福島３）第７日 第４競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時１５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

２３ � ロングベネフィット 牡５鹿 ５７ 福永 祐一中井 敏雄氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ５１４＋ ２１：４４．８ ４．４�

５９ � アグネスネクタル 牡３黒鹿 ５５
５４ ☆鮫島 良太渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５１２＋ ２ 〃 クビ ２．３�

８１５ カブキメーク 牡３鹿 ５５ 武士沢友治川上 哲司氏 蛯名 信広 浦河 アイオイファーム ４７６± ０１：４４．９クビ ３４．０�
６１１� ゲイルホーク 牡３黒鹿５５ 赤木高太郎�RRA 大根田裕之 新冠 新冠橋本牧場 ４８４＋ ８ 〃 ハナ １９．６�
４６ ベルモントアーサー 牡３鹿 ５５

５４ ☆吉田 隼人 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント
ファーム ４９０＋ ２１：４５．１１� ３９．７�

２２ スズカイーグル 牡３栗 ５５ 伊藤 直人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B５１２＋ ２１：４５．４２ ３５．５	
６１０� エイワンタッチ 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介荒木 榮一氏 高市 圭二 門別 藤本 直弘 ５１４－ ４１：４５．５	 ２６．２

３５ � レオアライブ 牡４栗 ５７

５６ ☆津村 明秀田中 博之氏 相沢 郁 門別 本間牧場 ５００－ ２１：４５．６クビ ６４．９�
４７ � パレストップガン 牡３鹿 ５５

５２ ▲黛 弘人西村 豊氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４８８± ０ 〃 クビ １０．７�
７１２� ニッシンテースト 牡４鹿 ５７

５５ △塚田 祥雄星野 清
氏 梅内 忍 浦河 バンダム牧場 ５５０＋ ８１：４５．７クビ ４．７
８１４ マイネルギルト 牡５黒鹿５７ 江田 照男 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 様似 上田 一 ５１４± ０１：４５．９１ １６．０�
１１ � ノープロブレム 牡３栗 ５５ 野元 昭嘉上田 宗義氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム ４６２＋ ６１：４６．０	 ５０．７�
３４ �� スマートバイパー 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一大川 徹氏 佐々木亜良 新冠 ビッグレッドファーム ４９４－２０１：４６．６３� １４０．６�
７１３�� ツルギフェロン �４鹿 ５７ 松田 大作中野 利道氏 安田伊佐夫 平取 びらとり牧場 ４３４± ０１：４７．３４ ２６１．４�
５８ �� ホウライゴールド 牡４黒鹿

５７
５４ ▲田中 克典橋元 幸平氏 南井 克巳 静内 前田牧場 ５１０－ ５１：４８．８９ １６４．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，１５２，８００円 複勝： ９，５０４，４００円 枠連： １１，９１４，７００円

普通馬連： ３１，６０４，５００円 馬単： ３２，４５６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ８，６７３，６００円

３連複： ４４，９１４，０００円 ３連単： 発売なし 計： １４８，２２０，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ７００円 枠 連（２－５） ５１０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� １，６３０円 �� １，４８０円

３ 連 複 ��� ４，７４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ９１５２８ 的中 � １６４２１（２番人気）
複勝票数 計 ９５０４４ 的中 � １７２８４（２番人気）� ２８６０６（１番人気）� ２１１６（１０番人気）
枠連票数 計 １１９１４７ 的中 （２－５） １７３２４（１番人気）
普通馬連票数 計 ３１６０４５ 的中 �� ４８６６１（１番人気）
馬単票数 計 ３２４５６７ 的中 �� ２２０３６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８６７３６ 的中 �� １０９６９（１番人気）�� １１６６（１９番人気）�� １２８７（１６番人気）
３連複票数 計 ４４９１４０ 的中 ��� ６９９６（１２番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１１．３―１２．３―１２．６―１２．４―１２．５―１２．４―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―２９．３―４１．６―５４．２―１：０６．６―１：１９．１―１：３１．５

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

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

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

勝馬の
紹 介

�ロングベネフィット �
�
父 ジョリーズヘイロー �

�
母父 ノーザンテースト

２００１．３．２６生 牡５鹿 母 ロングスターダム 母母 ストロークト １１戦２勝 賞金 ２８，２８０，０００円
初出走 JRA

〔発走状況〕 スズカイーグル号は，枠入り不良。
ニッシンテースト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

〔調教再審査〕 ニッシンテースト号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 マイネルマルス号・ライジングハート号
（非抽選馬） １頭 ドレックセル号



３００７７１１月１１日 雨 稍重 （１８福島３）第７日 第５競走 ��１，１５０�サラブレッド系３歳以上
発走１１時４５分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

７１４�� エイワジョリー 牝４黒鹿５５ 中舘 英二永井公太郎氏 菊川 正達 静内 山際 智 ４７０＋ ６１：０８．２ １．５�

２３ バーニングキャット 牝４栗 ５５
５４ ☆津村 明秀木浪 巖氏 相沢 郁 様似 上田 一 ４３６± ０１：０８．９４ ８．２�

６１２� カネツサンバ 牝３栗 ５４ 鹿戸 雄一�カネツ牧場 清水 美波 門別 合資会社カ
ネツ牧場 ４２６＋ ２ 〃 ハナ ９３．４�

１１ � ランバイルビー 牝５栗 ５５ 大西 直宏佐藤 力治氏 岩城 博俊 門別 上田 昭治 ４６４＋ ４１：０９．１１� １６９．４�
１２ � ナウシカトウショウ 牝５鹿 ５５ 江田 照男トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４３２± ０ 〃 クビ １４．０�
４７ �� リトルホープ 牝４栗 ５５ 赤木高太郎加藤 守氏 湯窪 幸雄 門別 モリナガファーム ４２８＋ ８１：０９．２	 １４．６	
８１５ シノワールド 牝３鹿 ５４

５１ ▲高野 和馬志野 昭夫氏 佐藤 全弘 静内 真歌田中牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ １４１．２

６１１ リンガスゲーム 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎伊藤 巖氏 境 征勝 静内 三木田 頼嗣 ４９８＋ ２１：０９．４１� １７．８�
４８ カシノエスケイプ 牝３栗 ５４

５１ ▲佐藤 聖也柏木 務氏 梅内 忍 えりも えりもホースクラブ ５０６＋３４１：０９．５
 ５２．８�
３６ セイリングシップ 牝３栗 ５４

５１ ▲小島 太一 キャロットファーム 小島 太 早来 ノーザンファーム ４４０－ ４１：０９．８１	 ４８．１�
８１６ ブラックバッカラ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠服部 英男氏 谷原 義明 静内 服部 牧場 ５２０± ０１：１０．０１� ４１．４�
３５ � クイックマリ 牝４鹿 ５５

５２ ▲田中 克典冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４４６－１４ 〃 ハナ １５０．３�
５１０� ム ソ ウ 牝５鹿 ５５ 福永 祐一富川牧場 高松 邦男 厚真 大川牧場 ４６４－ ２１：１０．１	 ２７．６�
７１３ アウトゥリーチェ 牝５黒鹿５５ 小林 久晃ターフ・スポート二ノ宮敬宇 浦河 大北牧場 ４５４＋ ８ 〃 クビ ８２．９�
５９ メダイユドール 牝３栗 ５４ 柴山 雄一 丸村村下ファーム佐々木亜良 浦河 丸村村下

ファーム ４３２－ ４１：１０．２
 １８．４�
２４ � ミハルザクラ 牝５鹿 ５５ 石橋 脩松本 俊廣氏 西塚 安夫 門別 天羽 禮治 ５１４± ０１：１２．４大差 ２４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，１７５，７００円 複勝： １１，９９９，９００円 枠連： １４，０８６，６００円

普通馬連： ３４，２６７，７００円 馬単： ３９，８１３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １０，２４０，０００円

３連複： ５０，６８２，９００円 ３連単： 発売なし 計： １７２，２６６，４００円

払 戻 金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １，０９０円 枠 連（２－７） ４５０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� １，２４０円 �� ４，７８０円

３ 連 複 ��� １０，２９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１１７５７ 的中 � ６２５７７（１番人気）
複勝票数 計 １１９９９９ 的中 � ４７１７０（１番人気）� ２０９４９（２番人気）� １４１９（１３番人気）
枠連票数 計 １４０８６６ 的中 （２－７） ２３２３６（１番人気）
普通馬連票数 計 ３４２６７７ 的中 �� ４２９１５（１番人気）
馬単票数 計 ３９８１３６ 的中 �� ３７００６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０２４００ 的中 �� １２１２２（１番人気）�� １８５７（１２番人気）�� ４６０（４７番人気）
３連複票数 計 ５０６８２９ 的中 ��� ３６３５（３６番人気）

ハロンタイム ９．４―１０．３―１１．０―１２．０―１２．５―１３．０

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．４―１９．７―３０．７―４２．７―５５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
エイワジョリー �

�
父 キングヘイロー �

�
母父 Fappiano デビュー ２００４．７．３ 福島１着

２００２．３．１８生 牝４黒鹿 母 ミスファップ 母母 Alydar’s Red Head ２０戦２勝 賞金 ３７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミハルザクラ号は，平成１８年１２月１１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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ハイジトウショウ号・リンクスクイン号
（非抽選馬） ２頭 エプソムメサイア号・スズカミンクス号



３００７８１１月１１日 雨 稍重 （１８福島３）第７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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

６１０� ナスケンウインド 牡４栗 ５７ 二本柳 壮那須 猛氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４８８－ ４１：４４．３ ２．４�

８１４ トウショウノーティ 牡３芦 ５５ 中舘 英二トウショウ産業� 戸田 博文 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５１２± ０１：４４．６２ ４．０�

５９ マリンオンワード 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎樫山 ハル氏 保田 一隆 浦河 オンワード牧場 ４４２－１０１：４４．７� ２５．４�
２３ サンワードピラー 牡３鹿 ５５ 福永 祐一古谷 敏明氏 小西 一男 浦河 梅田牧場 ４６８－ ８１：４４．８� ５．９�
４６ � オンワードマリオン 牡５鹿 ５７ 村田 一誠�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ５０２＋ ６ 〃 アタマ ２４．１�
４７ � タマモステイタス 	３黒鹿５５ 木幡 初広タマモ� 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４５４± ０１：４４．９� ５９．４�
６１１ オースミナイス 牡４黒鹿５７ 長谷川浩大�オースミ 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４９２－ ４１：４５．６４ ２５．１	
３５ キクノプログレッソ 牡３鹿 ５５ 佐藤 哲三佐々木幸子氏 南井 克巳 静内 漆原 哲雄 ４９０－ ４１：４５．７クビ ３６．４

１１ ラッキーショウリ 牡３栗 ５５ 柄崎 将寿聖心台牧場� 古賀 慎明 静内 聖心台牧場 B４６６± ０１：４５．８� １１．７�
２２ � シンボリタイガース 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆吉田 隼人シンボリ牧場 後藤 由之 門別 和田農林（有） ４７４＋ ６１：４６．２２� ２８．５
５８ � アルファユラナス 牡４黒鹿５７ 池田 鉄平�貴悦 西塚 安夫 鵡川 桑原牧場 ５１６＋ ３１：４６．７３ １７８．６�
８１５ ムーヴスター 牡３青鹿５５ 江田 照男�テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６２± ０１：４６．８� １０６．３�
３４ 
 エイワンスター 牡３鹿 ５５ 中谷 雄太荒木 榮一氏 伊藤 伸一 浦河 不二牧場 ４５６－ ４１：４８．３９ ２０８．５�
７１２� スタンディングベア 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一千明牧場 岩戸 孝樹 浦河 千明牧場 ４７８± ０１：４８．６２ ２３．１�
７１３�
 シャコーサクセス 牡４鹿 ５７ A．スボリッチ�RRA 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム B４６６－ ２１：５０．０９ １４．７�

（独）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８，５１８，７００円 複勝： ９，２５６，８００円 枠連： １３，７６０，４００円

普通馬連： ３１，６００，４００円 馬単： ３５，６５５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ９，６９８，６００円

３連複： ４７，８２０，０００円 ３連単： 発売なし 計： １５６，３１０，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ４２０円 枠 連（６－８） ４４０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ７７０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ２，９３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ８５１８７ 的中 � ２８５８８（１番人気）
複勝票数 計 ９２５６８ 的中 � ２６０８１（１番人気）� １５９００（２番人気）� ３８７３（６番人気）
枠連票数 計 １３７６０４ 的中 （６－８） ２３５５０（１番人気）
普通馬連票数 計 ３１６００４ 的中 �� ５２７７３（１番人気）
馬単票数 計 ３５６５５８ 的中 �� ３１０２７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９６９８６ 的中 �� １７８６０（１番人気）�� ２６４５（９番人気）�� １６３９（１６番人気）
３連複票数 計 ４７８２００ 的中 ��� １２０６３（６番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．５―１１．４―１２．０―１２．０―１２．０―１２．３―１２．８―１３．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１８．２―２９．６―４１．６―５３．６―１：０５．６―１：１７．９―１：３０．７

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

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

勝馬の
紹 介

�ナスケンウインド �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００４．１１．１３ 東京４着

２００２．３．２７生 牡４栗 母 プレシャスキール 母母 マルゼンキール ２３戦２勝 賞金 ３０，７１０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャコーサクセス号は，平成１８年１２月１１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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 シベリアンハンター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３００７９１１月１１日 雨 稍重 （１８福島３）第７日 第７競走 ��２，０００�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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．４
１：５６．４

良

良

２４ ドクターグリム 牡４鹿 ５７
５６ ☆津村 明秀松岡 悟氏 根本 康広 門別 庄野牧場 ４５２－ ４２：０６．１ ４．１�

３６ シルクメガヒット 牝４黒鹿 ５５
５３ △塚田 祥雄有限会社シルク松元 茂樹 三石 水上 習孝 ４５２－１４ 〃 クビ ３．８�

５９ �� オ ハ コ 牡３鹿 ５５ 江田 照男寺田 寿男氏 山内 研二 三石 木田 祐博 ４６８－ ８２：０６．３１� ７５．５�
６１１� ローレルナイト 牡３青鹿５５ 柴山 雄一 �ローレルレーシング 池上 昌弘 えりも 熊沢牧場 ４３０± ０２：０６．４クビ ２５．９�
８１５ マイネルスパーダ 牡３青鹿５５ 長谷川浩大 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４６６＋ ６２：０６．５� １９．３�
５１０ トーセンバサラ 牡３鹿 ５５ 福永 祐一島川 �哉氏 中島 敏文 静内 岡田スタツド ４４６± ０ 〃 クビ ２３．２	
８１６	 ホッカイルオー 牡５鹿 ５７ 石橋 脩
北海牧場 柴田 政人 門別 北海牧場 ４５８－ ４２：０６．６
 ４７．５�
４７ � ダンツサクラ 牝５鹿 ５５ 大西 直宏山元 哲二氏 谷 潔 静内 マークリ牧場 ４４２－ ６２：０６．７� ６．３�
７１４� オースミタキオン 牡３栗 ５５ 松田 大作�オースミ 南井 克巳 静内 キヨタケ牧場 ４９０＋ ２２：０６．９１� ２７．７
３５ � ヤマニンアジャスト 牡６芦 ５７ 村田 一誠土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４６８± ０２：０７．７５ ３５．７�
１２ � トットコヒーロー 牡４黒鹿５７ 佐藤 哲三吉田 修氏 坪 憲章 門別 貞廣牧場 ４４０± ０ 〃 ハナ １６．５�
２３ �	 コスモラバンジン 牡３鹿 ５５ 木幡 初広 
ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 不二牧場 ４５８＋ ４ 〃 アタマ ９．８�
１１ 	 イールドハード 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介中澤 幸幹氏 高橋 裕 門別 木村牧場 ５０６± ０２：０８．０１
 ９４．９�
７１３	 マルタカウェルカム 牡４栗 ５７ 鹿戸 雄一高橋 義和氏 清水 美波 門別 日高大洋牧場 ４７６＋３０２：０８．５３ １３９．２�
４８ トウジンポインター 牡９栗 ５７

５６ ☆吉田 隼人藤立 康子氏 加賀 武見 門別 白井牧場 ５０６－ ６２：０８．６� １５２．２�
６１２� ノーヴァーチャル 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲佐藤 聖也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４９０＋ ６２：０８．７� ５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，２８３，８００円 複勝： １１，４４２，５００円 枠連： １４，９５４，３００円

普通馬連： ３１，９９１，１００円 馬単： ３０，７４６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ９，３４４，１００円

３連複： ４５，４２８，４００円 ３連単： 発売なし 計： １５２，１９１，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � １，１５０円 枠 連（２－３） ４３０円

普通馬連 �� ９３０円 馬 単 �� ２，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ４，７００円 �� ３，０００円

３ 連 複 ��� １４，４２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ８２８３８ 的中 � １６０２５（２番人気）
複勝票数 計 １１４４２５ 的中 � ２２５４９（２番人気）� ２３３９５（１番人気）� １７１４（１３番人気）
枠連票数 計 １４９５４３ 的中 （２－３） ２６２０６（１番人気）
普通馬連票数 計 ３１９９１１ 的中 �� ２５６３３（２番人気）
馬単票数 計 ３０７４６９ 的中 �� １１３９３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９３４４１ 的中 �� ７４６６（１番人気）�� ４５１（５０番人気）�� ７１５（３９番人気）
３連複票数 計 ４５４２８４ 的中 ��� ２３２５（４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．４―３７．３―５０．８―１：０４．３―１：１６．９―１：２９．２―１：４１．５―１：５３．４

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

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

勝馬の
紹 介

ドクターグリム �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００４．１１．２１ 東京１着

２００２．４．９生 牡４鹿 母 ドクターベローナ 母母 シヨノフォルテシモ １９戦２勝 賞金 ３７，３６２，０００円
〔発走状況〕 オハコ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔３走成績による出走制限〕 イールドハード号は，平成１８年１２月１１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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ダンシングボーイ号



３００８０１１月１１日 雨 重 （１８福島３）第７日 第８競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３５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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

４６ アグネスラック 牝３芦 ５３ 福永 祐一渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：４４．４ ３．５�

３５ アイオブザジャガー 牝３鹿 ５３
５２ ☆津村 明秀村上 芳明氏 小笠 倫弘 新冠 飛渡牧場 ４４８－ ８１：４４．９３ １９３．０�

１１ ア ジ ア ン 牝４栗 ５５ 長谷川浩大�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４５８＋ ８１：４５．０� ４２．７�
６１０ エイダイタカラブネ 牝３芦 ５３ 二本柳 壮�東振牧場 鈴木 康弘 鵡川 東振牧場 ４６４± ０１：４５．３１� ５．３�
４７ � パ ッ サ リ ン 牝３鹿 ５３ 藤岡 佑介池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：４６．０４ ２．２�
２２ � ナンヨーアクトレス 牝５栗 ５５ 石橋 脩中村 �也氏 柴田 政人 浦河 梅田牧場 ４３８＋ ８１：４６．１� ２９．６�
７１２ マドリガーレ 牝３鹿 ５３

５２ ☆吉田 隼人�木村牧場 武藤 善則 門別 木村牧場 ４７６＋ ２１：４６．４１� ４２．０	
７１３	 エレガンストラッド 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎�野坂牧場 境 征勝 静内 岡田牧場 B４８２＋ ４１：４６．９３ ２５２．６

５９ 	 グリフォニー 牝３鹿 ５３ 木幡 初広�石田牧場 佐々木亜良 新冠 石田牧場 ５１４－ ２１：４７．０クビ １８５．７�
５８ 	 ライトモーション 牝３鹿 ５３

５０ ▲田中 克典柳橋 俊昭氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４０２± ０１：４７．２１
 １４．３�
３４ �� カシノロイヤル 牝３鹿

５３
５０ ▲黛 弘人柏木 務氏 松山 康久 浦河 日優牧場 ４６０＋ ６１：４７．４１� １３．８

８１５ スズカブルーム 牝４鹿 ５５ 伊藤 直人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４４４－ ２１：４８．２５ ２１．９�
８１４� ワンダフルライフ 牝３青鹿 ５３

５０ ▲田中 博康�ターフ・スポート嶋田 功 浦河 谷川牧場 ４６８－ ８１：４８．５１� １７７．５�
６１１� フサイチカスケード 牝４芦 ５５ 江田 照男関口 房朗氏 岩戸 孝樹 門別 天羽牧場 B４４２－１８１：４９．３５ ２６．３�

（１４頭）
２３ � キッスアンドライド 牝３青 ５３ 中舘 英二 �グリーンファーム 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ８，７１６，０００円 複勝： ７，９５５，２００円 枠連： １３，７８８，９００円

普通馬連： ２７，０８５，３００円 馬単： ３３，１１２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７，８６４，４００円

３連複： ４０，０８１，４００円 ３連単： 発売なし 計： １３８，６０３，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １７０円 � ３，０８０円 � ７５０円 枠 連（３－４） ２，１９０円

普通馬連 �� ２７，０２０円 馬 単 �� ４２，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，２１０円 �� １，６３０円 �� ３０，１７０円

３ 連 複 ��� １０８，７６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ８７１６０（返還計 ９６） 的中 � １９７３５（２番人気）
複勝票数 差引計 ７９５５２（返還計 １３９） 的中 � １７４７８（２番人気）� ５２９（１２番人気）� ２３８２（９番人気）
枠連票数 差引計 １３７８８９（返還計 ７ ） 的中 （３－４） ４６６７（８番人気）
普通馬連票数 差引計 ２７０８５３（返還計 ８４１） 的中 �� ７４０（４６番人気）
馬単票数 差引計 ３３１１２５（返還計 １０３３） 的中 �� ５７４（７７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ７８６４４（返還計 ２２９） 的中 �� ３０９（４３番人気）�� １２２０（２０番人気）�� ６３（８４番人気）
３連複票数 差引計 ４００８１４（返還計 １８５９） 的中 ��� ２７２（１５５番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．２―１１．１―１２．２―１２．４―１２．３―１２．７―１２．７―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―２９．２―４１．４―５３．８―１：０６．１―１：１８．８―１：３１．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスラック �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００５．１２．１７ 阪神４着

２００３．５．１６生 牝３芦 母 アグネスセレーネー 母母 アグネスフローラ ５戦２勝 賞金 １５，５５０，０００円
〔出走取消〕 キッスアンドライド号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔３走成績による出走制限〕 フサイチカスケード号は，平成１８年１２月１１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 ウエスタンランラン号・エフテーコンコルド号・ジェネスタキオン号・スプリングラゴス号・ロマンスオーラ号



３００８１１１月１１日 雨 重 （１８福島３）第７日 第９競走 ��１，１５０�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

７１４ キョウエイシンファ 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲的場 勇人インターナシヨナル

ホース� 的場 均 門別 インターナシヨナル牧場 B４５２－ ２１：０８．０ １．９�

１１ � レオベルリン 牡５鹿 ５７
５４ ▲佐藤 聖也田中 博之氏 田子 冬樹 浦河 惣田 英幸 ４７８－ ４ 〃 アタマ １３．１�

８１６ マコトテンカイチ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一眞壁 明氏 坂口 正大 静内 飛野牧場 ４７８－ ２１：０８．２１� ５．５�
１２ サンエムワールド 牡４黒鹿５７ 佐久間寛志松本ヒデ子氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 B４６０－ ６１：０８．３� １３．１�
８１５ フジマサビューティ 牝４芦 ５５ 中舘 英二藤原 正一氏 菊川 正達 門別 シンコーファーム ４６４＋ ６ 〃 クビ １９．１�
５１０ エルカミニート 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 山下 恭茂 B５２０＋ ６１：０８．６１� ７．０�
２４

	


� キ ン シ ベ ガ 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三若草クラブ 藤岡 範士 浦河 佐々木 恵一 ４６８－ ５ 〃 クビ ７８．４	

６１１ トーセンエンパイア 牡４鹿 ５７
５４ ▲田中 博康島川 
哉氏 萩原 清 新冠 小泉牧場 ４４８－ ２１：０８．９２ ５２．０�

７１３ シルクリザルト 牡５鹿 ５７ 池田 鉄平有限会社シルク畠山 重則 静内 畠山牧場 ５００± ０１：０９．０� ３５．１�
３６ 
 コスモライトアップ 牡４鹿 ５７

５５ △塚田 祥雄 ビッグレッドファーム 池上 昌弘 青森 佐々木牧場 ４９２＋ ６１：０９．１� ９４．４�
４８ ブラックシチー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 中野渡清一 門別 幾千世牧場 ５２８± ０１：０９．２� ３７．３�
２３ テイエムビースト 牡３青鹿 ５６

５５ ☆津村 明秀竹園 正繼氏 石栗 龍彦 早来 ノーザンファーム ４７４－ ４１：０９．３� １３８．５�
４７ バルーション 牝４鹿 ５５

５４ ☆吉田 隼人 社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８８＋１８１：０９．４クビ ９６．２�
３５ ウメノレイメイ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩楳津 繁氏 鈴木 勝美 静内 藤本牧場 ４９２± ０１：０９．５� １６０．２�
５９ パレスワールド 牡４黒鹿５７ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 平取 二風谷ファーム ４８４－ ４１：０９．６� １７．１�
６１２	� ヒットニーロクニー 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎中島 稔氏 星野 忍 門別 沖田牧場 ４１２－２３１：０９．８１� ２８６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，６６８，３００円 複勝： １２，６６３，４００円 枠連： ２２，７３９，６００円

普通馬連： ４２，８２６，２００円 馬単： ３６，７６２，４００円 ワイド【拡大馬連】： １２，７０２，８００円

３連複： ４５，９２９，０００円 ３連単： １３５，２７３，８００円 計： ３２０，５６５，５００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １３０円 � ２７０円 � １８０円 枠 連（１－７） ３８０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ２２０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� １，９４０円 ３ 連 単 ��� ６，５５０円

票 数

単勝票数 計 １１６６８３ 的中 � ５０７７１（１番人気）
複勝票数 計 １２６６３４ 的中 � ３５１３４（１番人気）� ９２２７（５番人気）� １７９２７（３番人気）
枠連票数 計 ２２７３９６ 的中 （１－７） ４４５８９（１番人気）
普通馬連票数 計 ４２８２６２ 的中 �� ３３５８８（２番人気）
馬単票数 計 ３６７６２４ 的中 �� １９４８５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２７０２８ 的中 �� ６５８５（３番人気）�� １７７７８（１番人気）�� ２３７６（１４番人気）
３連複票数 計 ４５９２９０ 的中 ��� １７５５９（１番人気）
３連単票数 計１３５２７３８ 的中 ��� １５２５０（４番人気）

ハロンタイム ９．５―１０．５―１０．８―１１．９―１２．５―１２．８

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．０―３０．８―４２．７―５５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイシンファ �
�
父 リンドシェーバー �

�
母父 Sky Classic デビュー ２００５．６．１２ 東京１０着

２００２．５．１７生 牝４黒鹿 母 オンクラウドナインⅡ 母母 Wedded Bliss １３戦３勝 賞金 ２７，９４０，０００円
〔制裁〕 キョウエイシンファ号の騎手的場勇人は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。

キョウエイシンファ号の騎手的場勇人は，決勝線手前での御法について戒告。
〔３走成績による出走制限〕 コスモライトアップ号・バルーション号は，平成１８年１２月１１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アドマイヤイチ号・デアリングワールド号・ブルーベレッタ号



３００８２１１月１１日 雨 重 （１８福島３）第７日 第１０競走 ��
��１，８００�

た か ゆ お ん せ ん

高 湯 温 泉 特 別
発走１４時４５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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ６４４，０００円 １８４，０００円 ９２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

５８ � シゲルシンキガイ 牡３鹿 ５５ 佐藤 哲三森中 蕃氏 坪 憲章 新冠 長浜 秀昭 ４８４± ０１：５２．２ ３０．２�

７１２ サントニービン 牡７鹿 ５７ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４７０± ０ 〃 クビ ８．７�
７１１�� ニホンピロビャクヤ 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 ４６６＋ ８１：５２．３	 ２９．２�
８１３� カ ン ペ キ 牡４栗 ５７ 石橋 脩中村 政勝氏 松永 勇 青森 明成牧場 ４９８± ０ 〃 クビ ２．７�
５７ 
 ピーターキャット 牡３鹿 ５５ 小林 久晃中田 徹氏 二ノ宮敬宇 愛 J. J. M. R.

S P A ４３２－ ４１：５２．４クビ ８９．９�
６９ ダイワフォルゴーレ 牡３鹿 ５５ 木幡 初広大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４８０－ ８１：５３．０３	 ３２．４�
３４ 
 シベリアンヒート 牡３芦 ５５ 吉田 隼人藤田与志男氏 堀井 雅広 米

Gaines－Gentry Thor-
oughbreds, Scott Pierce
& Omar Trevino

５０４＋ ４ 〃 クビ １０．９�
４６ ノーブルフォース 牡６鹿 ５７ 福永 祐一 	社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム B４８６± ０１：５３．１クビ ５．５

３３ マイネルパシオン 牡４青鹿５７ 柄崎 将寿 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柄崎 孝 静内 ビツグレツドフアーム ４６０± ０１：５３．３� １２．３�
４５ � コアレスウィーク �４黒鹿５７ 赤木高太郎小林 昌志氏 湯窪 幸雄 門別 大沢育成牧場 ４２６＋ ６１：５３．４	 ２６．７
６１０ トーセンアダン 牡４栗 ５７ 柴山 雄一島川 �哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４３８－ ６１：５３．５	 ２１．６�
１１ 
 アスタートリッピー 牡３鹿 ５５ 中舘 英二加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Harold J

Plumley ４５６－１４１：５４．２４ ６．２�
８１４� メジロファング 牡４鹿 ５７ 江田 照男	メジロ牧場 谷原 義明 伊達 メジロ牧場 ５０８－１６１：５４．３	 １１１．２�
２２ � ピースメーカー 牡３芦 ５５ A．スボリッチ 橘 八重子氏 畠山 吉宏 三石 土田農場 ４７４± ０１：５６．７大差 １９．３�

（独）

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，９８３，０００円 複勝： １７，５７５，９００円 枠連： ２１，０６７，２００円

普通馬連： ５８，１９１，４００円 馬単： ４４，９１１，０００円 ワイド【拡大馬連】： １５，０３１，９００円

３連複： ５６，５８７，９００円 ３連単： １５２，２４９，７００円 計： ３７９，５９８，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３，０２０円 複 勝 � ８４０円 � ２６０円 � ７９０円 枠 連（５－７） ４，２４０円

普通馬連 �� ８，６９０円 馬 単 �� ２３，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０５０円 �� ２，９９０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� ４４，７２０円 ３ 連 単 ��� ２９１，８５０円

票 数

単勝票数 計 １３９８３０ 的中 � ３６５４（１１番人気）
複勝票数 計 １７５７５９ 的中 � ５０４９（１０番人気）� ２１５７６（２番人気）� ５３９０（９番人気）
枠連票数 計 ２１０６７２ 的中 （５－７） ３６６７（１７番人気）
普通馬連票数 計 ５８１９１４ 的中 �� ４９４２（３４番人気）
馬単票数 計 ４４９１１０ 的中 �� １３８３（８７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５０３１９ 的中 �� １２０９（３７番人気）�� １２３５（３６番人気）�� １７８７（２６番人気）
３連複票数 計 ５６５８７９ 的中 ��� ９３４（１３８番人気）
３連単票数 計１５２２４９７ 的中 ��� ３８５（８４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３６．７―４９．０―１：０１．４―１：１３．９―１：２６．５―１：３９．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シゲルシンキガイ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ル シ ョ ン デビュー ２００５．１１．５ 京都２着

２００３．３．３１生 牡３鹿 母 シゲルルション 母母 マヤノポート １７戦２勝 賞金 ２２，１４４，０００円
〔発走状況〕 カンペキ号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ピースメーカー号の騎手A．スボリッチは，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピースメーカー号は，平成１８年１２月１１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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 カツヨカムトゥルー号・ショウナンタイトル号・シルキーフレンド号・シーサイドブリーズ号
（非抽選馬） ２頭 アサカハルナー号・レオシャープ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３００８３１１月１１日 雨 重 （１８福島３）第７日 第１１競走
第４２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，１７．１１．１２以降１８．１１．５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 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６５１，０００円 １８６，０００円 ９３，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５８．４
１：５６．４

良

良

１１ � サンバレンティン 牡５栗 ５５ 佐藤 哲三吉田 勝己氏 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ２２：０３．９ ７．１�

４７ フォルテベリーニ 牡４栗 ５３ 中舘 英二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ５０８＋ ６２：０４．１１� ７．０�
５１０� ワンモアチャッター 牡６黒鹿５７ 福永 祐一松井 一三氏 友道 康夫 白老 白老ファーム ４５６± ０ 〃 クビ ３．１�
８１６ ロフティーエイム 牝４鹿 ５２ 石橋 脩 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 追分 追分ファーム ４９８± ０２：０４．２クビ １３．６�
４８ � ダンツジャッジ 牡７黒鹿５６ 江田 照男山元 哲二氏 山内 研二 門別 野島牧場 ４９８－ ４ 〃 アタマ ２０．４�
６１２� タイガーカフェ 牡７黒鹿５４ 赤木高太郎西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４８０－ ８２：０４．４１� ５５．８�
５９ � シェイクマイハート 牡６芦 ５３ 木幡 初広 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４８０＋ ４ 〃 クビ １６．０	
３５ クーフーリン 牡５鹿 ５０ 田中 克典�ターフ・スポート加藤 敬二 浦河 大北牧場 ４５４＋ ２ 〃 ハナ ４３．８

６１１ セフティーエンペラ 	７栗 ５５ 長谷川浩大池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４６６－ ２２：０４．５
 ２０．２�
７１４ メテオバースト 牡５鹿 ５５ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４９０＋１０ 〃 アタマ １６．１�
７１３ ヴィータローザ 牡６栗 ５８ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７６＋１２２：０４．７１� ６．５
１２ スプリングドリュー 牝６芦 ５２ 吉田 隼人加藤 春夫氏 堀 宣行 様似 清水スタッド ４８０－ ６２：０５．１２
 １１．０�
２４ ロードフラッグ 	９鹿 ５２ 武士沢友治 �ロードホースクラブ 伊藤 正徳 新冠 守矢牧場 ４７０＋１２２：０５．２クビ １４７．３�
２３ ユキノサンロイヤル 牡９青鹿５３ 塚田 祥雄井上 基之氏 増沢 末夫 新冠 川上 悦夫 ４６６－ ８２：０５．４１
 ６１．０�
３６ � ラヴァリージェニオ 	７鹿 ５５ 津村 明秀村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 安達 洋生 ５０４＋ ２２：０５．５クビ ５１．１�
８１５ ゴーウィズウィンド 牡７黒鹿５３ 大西 直宏岡田 牧雄氏 国枝 栄 新冠 オートファー

ム �渡 B４６２± ０２：０５．６
 ３９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，７０２，２００円 複勝： ６６，８９６，９００円 枠連： ６７，２６５，６００円

普通馬連： ３６３，６１２，３００円 馬単： １９８，７５２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ７３，７０９，０００円

３連複： ３４６，２７０，５００円 ３連単： ６９３，７８５，６００円 計： １，８５５，９９４，２００円

払 戻 金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２４０円 � ２１０円 � １５０円 枠 連（１－４） １，１００円

普通馬連 �� ２，３９０円 馬 単 �� ５，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� ６４０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ２，７８０円 ３ 連 単 ��� １８，８３０円

票 数

単勝票数 計 ４５７０２２ 的中 � ５１１０２（４番人気）
複勝票数 計 ６６８９６９ 的中 � ６３８１５（４番人気）� ８２７６２（２番人気）� １３９０４４（１番人気）
枠連票数 計 ６７２６５６ 的中 （１－４） ４５２３４（６番人気）
普通馬連票数 計３６３６１２３ 的中 �� １１２７０２（７番人気）
馬単票数 計１９８７５２１ 的中 �� ２８８８０（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７３７０９０ 的中 �� １９１７７（７番人気）�� ２８５０４（３番人気）�� ３４１０８（２番人気）
３連複票数 計３４６２７０５ 的中 ��� ９２０２７（３番人気）
３連単票数 計６９３７８５６ 的中 ��� ２７１９４（３０番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１２．１―１２．２―１２．６―１２．８―１２．６―１２．４―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．５―３５．６―４７．８―１：００．４―１：１３．２―１：２５．８―１：３８．２―１：５０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．１
１
３
１４－１５（４，１６）（６，７，１１）２（５，１，９，１３）－（３，１２）（８，１０）
１４（１５，１６）（６，７，１３）（４，１０）（５，１）（３，２，１１，１２）９，８

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

勝馬の
紹 介

�サンバレンティン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００４．７．１０ 阪神１１着

２００１．３．９生 牡５栗 母 アンデスレディー 母母 ペルースポート １８戦７勝 賞金 １３０，８７０，０００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 モエレフェニックス号



３００８４１１月１１日 雨 重 （１８福島３）第７日 第１２競走 ��
��１，２００�

ご し き ぬ ま

五 色 沼 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
福島競馬振興会長賞（１着）

賞 品
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ６５８，０００円 １８８，０００円 ９４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４７ � セトノゼディタブ 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 豪 Mr MB Inglis B４６６＋ ２１：１１．１ ４．７�

６１１� キルシュワッサー 牝３栗 ５４ 福永 祐一 �天羽	治牧場 長浜 博之 門別 天羽 禮治 ４６６－ ８１：１１．４２ ４．８�
６１２� ゼットフラッシュ 牡３鹿 ５６ 江田 照男�フォーレスト 山内 研二 英 Barry Taylor ４９８－ ２ 〃 ハナ ２４．６�
８１５� キングオザー 牡４芦 ５７ 土谷 智紀斉藤 等氏 鈴木 勝美 門別 日高大洋牧場 B４３８－ ４１：１１．５クビ １０．２�
５１０� マシロンガール 牝３芦 ５４ 大西 直宏平井 豊光氏 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm ４１４－ ８１：１１．８１
 ３５．７�
８１６� マチカネマスラオ 牡６鹿 ５７ 赤木高太郎細川 益男氏 西園 正都 米 Dr. Donald

S. Dreyfuss ４７４＋ ２ 〃 クビ ２２．６�
１１ � オートセレブ 牡４鹿 ５７ 鮫島 良太大戸 時子氏 沖 芳夫 浦河 辻 牧場 ４７４－ ２１：１１．９クビ ９．５	
３６ ウインイージス 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三
ウイン 佐々木晶三 浦河 笹地牧場 ５１８－ ８１：１２．１１� ５．２�
３５ � ダイワフェロー 牡６鹿 ５７ A．スボリッチ 大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６１：１２．４１
 １６．０�

（独）

４８ マイネルグロッソ 牡４鹿 ５７ 中舘 英二 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 門別 福山牧場 ５０４＋ ６１：１２．５� １４．６

２３ � フサイチエーシック 牡４栗 ５７ 塚田 祥雄関口 房朗氏 古賀 史生 米 F.J.F.M., LLC B４６２－ ２ 〃 クビ ３５．４�
１２ イクエイター 牝６鹿 ５５ 中谷 雄太�藤原牧場 高市 圭二 静内 藤原牧場 ４３６＋ ２１：１２．６� ８２．４�
７１３� イケタイトル 牝４芦 ５５ 田嶋 翔池田 豊治氏 小島 貞博 三石 森 俊雄 ４７０－ ２１：１２．８１� ７．８�
２４ � ジーガーユタカオー 牡８栗 ５７ 木幡 初広�ジーガー 佐々木亜良 新冠 須崎牧場 ４９８＋ ４ 〃 アタマ １７７．４�
７１４� フジタカペトラ 牝５鹿 ５５ 野元 昭嘉森田 藤治氏 野元 昭 浦河 山崎牧場 ４４８－ ２１：１３．０
 １８２．１�
５９ � ノーモアクライ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀吉田 好雄氏 湯浅 三郎 米 Woods

Edge Farm ４７８＋ ６１：１３．３２ ４９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，４４３，５００円 複勝： ２２，０２６，７００円 枠連： ２９，２８１，９００円

普通馬連： ８７，３４３，１００円 馬単： ６１，２２６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９５９，４００円

３連複： ９０，１２３，７００円 ３連単： ２０５，６２３，４００円 計： ５３４，０２７，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １９０円 � ２００円 � ６１０円 枠 連（４－６） ８６０円

普通馬連 �� １，４６０円 馬 単 �� ３，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ２，５００円 �� １，７８０円

３ 連 複 ��� １２，０８０円 ３ 連 単 ��� ６５，３３０円

票 数

単勝票数 計 １７４４３５ 的中 � ２９３１２（１番人気）
複勝票数 計 ２２０２６７ 的中 � ３４９２２（１番人気）� ３１６６６（２番人気）� ７４４２（１０番人気）
枠連票数 計 ２９２８１９ 的中 （４－６） ２５３０８（２番人気）
普通馬連票数 計 ８７３４３１ 的中 �� ４４３１１（１番人気）
馬単票数 計 ６１２２６２ 的中 �� １３２２５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９５９４ 的中 �� ８０８８（３番人気）�� １９９９（３６番人気）�� ２８４７（２５番人気）
３連複票数 計 ９０１２３７ 的中 ��� ５５１０（４８番人気）
３連単票数 計２０５６２３４ 的中 ��� ２３２３（２３０番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．５―１１．７―１２．１―１２．７

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セトノゼディタブ �
�
父 Zeditave �

�
母父 Bluebird デビュー ２００５．５．１ 新潟中止

２００２．９．３０生 牡４鹿 母 Roadstop 母母 Roadsong １２戦３勝 賞金 ３３，７９２，０００円
※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。
（非抽選馬） ６頭 ウエスタンクィーン号・オリエンタルローズ号・カシマワールド号・コアレスキャスト号・ダノンバディ号・

フォーリングレイス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（１８福島３）第７日 １１月１１日（土曜日） 雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良後稍重後重
良後稍重後重

競走回数 １２回 出走頭数 １８４頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２３９，１３０，０００円
１，６９０，０００円
５，４２０，０００円
１，６７０，０００円
８６０，０００円
２，７９０，０００円
２４，７００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，０１２，０００円
５，０５６，０００円
１，８５８，４００円

勝馬投票券売得金
１５５，７９２，５００円
１９２，６６５，８００円
２４３，７５０，７００円
７８０，４０４，６００円
５８８，８４８，３００円
１８８，４０４，７００円
８７４，１７０，９００円
１，１８６，９３２，５００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 ４，２１０，９７０，０００円

総入場人員 １１，４８３名 （有料入場人員 ９，７１４名）




