
３０１０９１１月２４日 晴 良 （２０福島３）第１０日 第１競走 ��１，１５０�サラブレッド系２歳
発走９時５５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

１：０９．３
１：０９．３

稍重

稍重

４８ ファーストメジャー 牡２黒鹿５５ 石橋 脩本間 茂氏 柴田 政人 平取 黒川 賢司 ４７２＋ ２１：１０．０ １１．９�

５９ キングスウィープ 牡２青鹿５５ 北村 宏司増田 陽一氏 蛯名 信広 新ひだか 築紫 洋 ４４４＋ ２１：１０．４２� １５．４�
１２ メジロライダー 牡２黒鹿５５ 木幡 初広�メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 ４５４－ ８１：１０．６１� ３．６�
３６ リバーサルブロー 牡２鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４４８－ ４１：１０．９１� ３．７�
８１６ エレガントステージ 牝２栗 ５４ 蛯名 正義 �グリーンファーム 田中 清隆 千歳 社台ファーム ４２６＋１０１：１１．０� ３２．２�
１１ フライトマイル 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎�ミルファーム 武市 康男 新冠 ハシモトフアーム ４６８± ０１：１１．１クビ １４．９	
７１３ ローブドヴルール 牝２鹿 ５４

５３ ☆田中 博康�ミルファーム 保田 一隆 日高 小西ファーム ４５６－ ２１：１１．４１� １０．１

５１０ ローズオブゴッホ 牝２鹿 ５４ 内田 博幸桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４９６－ ２１：１１．５� ３．７�
４７ シゲルトカチダケ 牡２黒鹿５５ 古川 吉洋森中 蕃氏 武田 博 門別 下河辺牧場 ４４２＋ ８１：１１．６クビ ２０９．７�
２４ コスモジブリル 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 郷原 洋行 新ひだか 中橋 正 ４２０＋ ６１：１１．８１� ５４．２
３５ ブレイクショット 牡２鹿 ５５ 江田 照男山上 和良氏 中川 公成 静内 藤本牧場 ５０６＋ ６１：１２．０１� ４８．１�
２３ アメージングカフェ 牡２黒鹿５５ 小島 太一西川 恭子氏 中野 栄治 新ひだか 佐藤 陽一 B４３６－ ６１：１２．３２ １１８．２�
６１２ マルマツビューティ 牝２栗 ５４

５１ ▲宮崎 北斗松田 敏雄氏 和田 正道 浦河 村下牧場 ４８０＋１４１：１２．４� １９３．３�
８１５ ダイメイナツコ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真宮本 孝一氏 二本柳俊一 新ひだか 前川 清彦 ４６０－ ８１：１３．０３� ３２９．６�
７１４ スリーアイアン 牡２黒鹿５５ 丹内 祐次星野 壽市氏 高松 邦男 日高 目黒牧場 ４５８＋１０１：１３．７４ ４７．２�
６１１ カシノコロン 牝２鹿 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 畔柳 作次 ４３２－ ６ 〃 ハナ ７５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，３３２，６００円 複勝： １８，９０８，７００円 枠連： １２，６１４，２００円

普通馬連： ４１，８３９，２００円 馬単： ３２，１８４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １５，１７３，０００円

３連複： ５４，４５０，２００円 ３連単： ７８，１２３，１００円 計： ２６４，６２５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１９０円 複 勝 � ３６０円 � ４８０円 � １６０円 枠 連（４－５） １，６４０円

普通馬連 �� ８，４５０円 馬 単 �� １５，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４２０円 �� ８２０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ８，３６０円 ３ 連 単 ��� ８８，５７０円

票 数

単勝票数 計 １１３３２６ 的中 � ７５５８（５番人気）
複勝票数 計 １８９０８７ 的中 � １２０１７（５番人気）� ８５１４（７番人気）� ４３０９３（１番人気）
枠連票数 計 １２６１４２ 的中 （４－５） ５７０１（７番人気）
普通馬連票数 計 ４１８３９２ 的中 �� ３６５８（２６番人気）
馬単票数 計 ３２１８４６ 的中 �� １５５７（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５１７３０ 的中 �� １４８６（２６番人気）�� ４７１２（７番人気）�� ４１２１（１０番人気）
３連複票数 計 ５４４５０２ 的中 ��� ４８０９（２５番人気）
３連単票数 計 ７８１２３１ 的中 ��� ６５１（２４８番人気）

ハロンタイム ９．５―１１．１―１１．６―１２．３―１２．１―１３．４

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．６―３２．２―４４．５―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファーストメジャー �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 Colony Light デビュー ２００８．８．１６ 新潟２着

２００６．３．２１生 牡２黒鹿 母 ターンオフザライト 母母 Sexy Suzy’s Secret ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔騎手変更〕 リバーサルブロー号の騎手中村将之は，第５回京都競馬第５日第５競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。
〔発走状況〕 スリーアイアン号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 オンワードダンク号・オースチンエブリン号・コーヒーゼリー号・シゲルホタカヤマ号
（非抽選馬） １頭 イメージドオリ号



３０１１０１１月２４日 晴 良 （２０福島３）第１０日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時２５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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

５９ � アリダーチャーム 牝４鹿 ５５ 小野 次郎栗本 博晴氏 星野 忍 門別 坂 牧場 ４４８＋１０１：４７．５ ７６．８�

７１２ ポートムテキ 牝４青鹿５５ 古川 吉洋水戸眞知子氏 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８６＋ ６１：４７．６� ５．０�
３５ アマゾネスバイオ 牝３鹿 ５３

５２ ☆藤岡 康太バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５２４± ０１：４７．７� ３．６�
６１１ スズカエルマンボ 牝３鹿 ５３ 後藤 浩輝永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４５０－ ４１：４８．０１� ３．３�
８１４� キラメキパスワード 牝５栗 ５５ 小牧 太ディアレスト 福島 信晴 静内 佐竹 学 ４３８＋ ２ 〃 クビ ２５．５�
５８ ヒミノプリンセス 牝３黒鹿５３ 小坂 忠士佐々木八郎氏 境 直行 三石 前川 正美 ５１６± ０１：４８．３１� ９４．６�

６１０ フレアキャスケード 牝５鹿 ５５ 北村 友一伊藤 仁氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４４２± ０ 〃 クビ １３．５	
（７９７４）

４６ ブライティアメッセ 牝５黒鹿５５ 中舘 英二小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 コアレススタッド ４５８－ ４１：４８．５１� １４１．５

４７ � サムタイムレーター 牝５鹿 ５５

５２ ▲丸田 恭介小林 祥晃氏 梅田 智之 静内 片岡 博 ４１０－１６１：４８．８１� ２０．９�
７１３ ケイアイスパイダー 牝４黒鹿５５ 大野 拓弥 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４８２＋ ４１：４８．９� １０８．７�
２２ ティーマックス 牝３栃栗５３ 松岡 正海 社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム ４６２－ ６１：４９．０� ６．０�
２３ ショウナンバラード 牝５鹿 ５５ 吉田 豊湘南 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５１０－ ４ 〃 クビ １１９．４�
３４ � マダムビジュー 牝３鹿 ５３ 丹内 祐次市川ファーム 天間 昭一 浦河 市川フアーム ４６６＋ ６１：４９．２１� ６５．８�
８１５ ウェディングライト 牝４芦 ５５ 吉田 隼人荻原 昭二氏 尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４４０－ ４１：４９．６２� １３．４�
１１ クイックバレリーナ 牝５栗 ５５

５２ ▲荻野 琢真�昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４３８－１２１：４９．９２ ２１２．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，２９４，１００円 複勝： １８，６４０，２００円 枠連： １３，２１７，７００円

普通馬連： ４０，９８５，２００円 馬単： ３３，１３２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５，３３４，９００円

３連複： ５２，１３１，５００円 ３連単： ８１，９９３，０００円 計： ２６７，７２８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，６８０円 複 勝 � １，７２０円 � １７０円 � １６０円 枠 連（５－７） ８，３１０円

普通馬連 �� ３１，４８０円 馬 単 �� ８７，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，９４０円 �� ３，２５０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ２５，３８０円 ３ 連 単 ��� ３９５，５００円

票 数

単勝票数 計 １２２９４１ 的中 � １２６２（１０番人気）
複勝票数 計 １８６４０２ 的中 � １８７０（１０番人気）� ３２７２２（３番人気）� ３９８０３（２番人気）
枠連票数 計 １３２１７７ 的中 （５－７） １１７４（１９番人気）
普通馬連票数 計 ４０９８５２ 的中 �� ９６１（５３番人気）
馬単票数 計 ３３１３２２ 的中 �� ２８１（１１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５３３４９ 的中 �� ５７６（４７番人気）�� １０６４（２８番人気）�� １４４４２（２番人気）
３連複票数 計 ５２１３１５ 的中 ��� １５１６（６１番人気）
３連単票数 計 ８１９９３０ 的中 ��� １５３（６６７番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．４―１２．３―１３．０―１３．１―１２．７―１２．８―１２．４―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．４―３０．７―４３．７―５６．８―１：０９．５―１：２２．３―１：３４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．０
１
３
９，１１，１５（４，１２）（１，７，１３）（２，５）－１４，３，８，６，１０
９，１１（１５，１２）（１，４，６）１３（２，７，５，１４）（３，８）１０

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

勝馬の
紹 介

�アリダーチャーム �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 マークオブディスティンクション

２００４．５．２２生 牝４鹿 母 アリダーフラッシュ 母母 ダークチャーム １４戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
地方デビュー ２００６．９．２６ 旭川 ［他本会外：３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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アミューズチェリー号・シルクスイーティー号
（非抽選馬） １頭 ヨイチイースト号



３０１１１１１月２４日 晴 良 （２０福島３）第１０日 第３競走 ��１，１５０�サラブレッド系３歳以上
発走１０時５５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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

８１５ ケルティックハープ 牝４栗 ５５ 松岡 正海セゾンレースホース� 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６＋ ６１：０８．５ ２．７�

２２ チャームウィーク 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一タマモ� 清水 英克 静内 前田牧場 ５１４－ ２ 〃 アタマ ３．４�
３５ チャームキャップ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸タマモ� 水野 貴広 静内 フジワラフアーム ４５４＋ ４１：０９．１３� ９．５�
６１０ ウ レ ッ コ 牝４鹿 ５５ 赤木高太郎角田 睦子氏 坪 憲章 様似 ホウセイ牧場 ４２４± ０１：０９．２クビ １５．３�
８１４ プレンティフェスタ 牝３青 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４１：０９．５２ １５．２�
２３ � サウンドディーバ 牝４栗 ５５

５２ ▲宮崎 北斗増田 雄一氏 加藤 和宏 三石 飯岡牧場 B４４６＋ ２１：０９．６� ２９．３	
６１１� アルフェラッツ 牝４鹿 ５５ 岩部 純二山下 恭茂氏 天間 昭一 浦河 山下 恭茂 ４８６－ ８１：０９．９１� ４９．５

５８ セイヴィングス 牝５鹿 ５５ 中谷 雄太松平 恭司氏 武市 康男 門別 松平牧場 ４８８－ ６ 〃 クビ ８．６�
４７ ダイワジェラート 牝４青鹿５５ 北村 宏司大城 敬三氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ４３８－ ４１：１０．０� ２６．６�
１１ カリスマブラック 牝３黒鹿５４ 石橋 脩水谷八重子氏 柴田 政人 門別 富川牧場 ４５２－ ４１：１０．３１� １６９．８
７１３ キースニーカー 牝３鹿 ５４ 小牧 太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 ４４０＋１４ 〃 クビ １５２．４�
４６ オンアンドオン 牝３栗 ５４ 安藤 光彰グリーンスウォード 菊川 正達 新冠 村上牧場 ４４６＋ ２１：１０．４クビ ８５．４�
３４ テイクザスカイ 牝３栗 ５４

５１ ▲丸田 恭介加藤 徹氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４７０－ ４ 〃 ハナ １２．２�
５９ � サチノオリーブ 牝４黒鹿５５ 田中 勝春佐藤 幸彦氏 嶋田 潤 門別 信育成牧場 ４４６＋ ２ 〃 クビ １６８．５�
７１２ スズカプラチナ 牝３芦 ５４

５３ ☆藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４３２－１０ 〃 アタマ ３６．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，５５９，７００円 複勝： ２１，９３１，１００円 枠連： １６，５１３，４００円

普通馬連： ４７，２９３，１００円 馬単： ３８，３９３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５２１，５００円

３連複： ６０，２３８，２００円 ３連単： ９２，７８８，７００円 計： ３１０，２３９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ２７０円 枠 連（２－８） ３４０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ５６０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，３７０円 ３ 連 単 ��� ４，５６０円

票 数

単勝票数 計 １４５５９７ 的中 � ４３５６１（１番人気）
複勝票数 計 ２１９３１１ 的中 � ６８５４５（１番人気）� ４４９０２（２番人気）� １３５３２（５番人気）
枠連票数 計 １６５１３４ 的中 （２－８） ３６０８９（１番人気）
普通馬連票数 計 ４７２９３１ 的中 �� ８７５９０（１番人気）
馬単票数 計 ３８３９３８ 的中 �� ３７２８４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５２１５ 的中 �� ３４６１１（１番人気）�� ７０１４（６番人気）�� ６２３０（７番人気）
３連複票数 計 ６０２３８２ 的中 ��� ３２５９６（３番人気）
３連単票数 計 ９２７８８７ 的中 ��� １５０２８（３番人気）

ハロンタイム ９．６―１０．６―１１．０―１１．７―１２．５―１３．１

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．６―２０．２―３１．２―４２．９―５５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケルティックハープ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Caerleon デビュー ２００６．９．９ 中山７着

２００４．４．４生 牝４栗 母 アイリッシュカーリ 母母 Enthraller １８戦３勝 賞金 ３４，９９０，０００円
〔発走状況〕 ダイワジェラート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出走取消馬 ガールズポップ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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 オメガロンド号・ブロートジョウ号
（非抽選馬） １頭 ベルモントユリア号



３０１１２１１月２４日 晴 良 （２０福島３）第１０日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１１時２５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

６１０ エ ン ブ リ オ 牡２鹿 ５５
５２ ▲丸田 恭介若松 伸治氏 清水 英克 新ひだか 藤井 益美 ４６８＋ ４１：５０．５ ５．２�

６９ ゴールデンチケット 牡２黒鹿５５ 内田 博幸 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４８８－ ６１：５０．８２ １．９�
１１ ホッコービックワン 牡２栗 ５５

５４ ☆三浦 皇成矢部 幸一氏 河野 通文 新ひだか 渡辺 光典 ４５２＋ ６ 〃 アタマ ５．３�
５７ トキノナスティア 牝２黒鹿５４ 丹内 祐次田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４４４－ ２１：５１．１２ ７２．７�
８１３ コアレスミューズ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 赤石牧場 ５００± ０１：５１．２クビ １０．７�
３４ バンダムサピエンス 牡２黒鹿５５ 木幡 初広山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 ４７４＋ ８１：５１．４１� ８３．７�
８１４ オリオンザサクセス 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上牧場 ４３６＋ ４１：５１．６１� １０．２	
７１２ フジマサエンブレム 牡２栗 ５５ 安藤 光彰藤原 正一氏 菊川 正達 新冠 越湖牧場 ４２６－ ２ 〃 クビ １９．４

４５ マイネルヴァルカン 牡２栗 ５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 三石 松田 一夫 ４４２－ ４１：５１．７クビ ２２４．１�
４６ マイネルジーク 牡２栗 ５５

５２ ▲黛 弘人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 勢司 和浩 静内 へいはた牧場 ４１６－ ４１：５１．９１� ２６．３

３３ シルバービート 牝２芦 ５４ 小牧 太門野 重雄氏 岡田 稲男 静内 フジワラフアーム ４８０＋ ８１：５２．０クビ ５８．９�
２２ コスモプピレ 牝２青鹿 ５４

５３ ☆田中 博康 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ４１：５２．１� １５２．１�
５８ オンワードアコール 牡２鹿 ５５ 郷原 洋司�オンワード牧場 保田 一隆 浦河 オンワード牧場 ４７０＋ ２１：５２．３１� ３４４．０�
７１１ カシマモナーク 牡２黒鹿５５ 高山 太郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４４０－１２１：５３．０４ ３２０．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，１６１，３００円 複勝： ３１，７２９，４００円 枠連： １８，２４０，９００円

普通馬連： ５２，１５７，１００円 馬単： ４５，７９４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，５０９，３００円

３連複： ５９，３３１，４００円 ３連単： １１９，１３７，１００円 計： ３６５，０６１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（６－６） ５２０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ５２０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� ５，０６０円

票 数

単勝票数 計 １９１６１３ 的中 � ２９２２８（２番人気）
複勝票数 計 ３１７２９４ 的中 � ３５９３５（３番人気）� １４７０３８（１番人気）� ４７８８５（２番人気）
枠連票数 計 １８２４０９ 的中 （６－６） ２６０７０（３番人気）
普通馬連票数 計 ５２１５７１ 的中 �� ７０９２６（２番人気）
馬単票数 計 ４５７９４５ 的中 �� ２２５０７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９５０９３ 的中 �� ２１５２８（２番人気）�� ７４０４（８番人気）�� ３３０１９（１番人気）
３連複票数 計 ５９３３１４ 的中 ��� ６２５２３（１番人気）
３連単票数 計１１９１３７１ 的中 ��� １７３９３（１１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．５―１３．０―１２．８―１２．５―１２．１―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．５―４９．５―１：０２．３―１：１４．８―１：２６．９―１：３８．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エ ン ブ リ オ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー ２００８．１１．２ 東京５着

２００６．４．２０生 牡２鹿 母 ブルーフェリシア 母母 ミスプロスペクター ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００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 トーアミステリー号・ヤマニンウイスカー号
（非抽選馬） １頭 ラップミュージック号



３０１１３１１月２４日 曇 良 （２０福島３）第１０日 第５競走 ��２，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１２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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３０．２
２：２８．６

重

不良

２３ ヒラボクオウショー 牡４鹿 ５７ 松田 大作�平田牧場 大久保龍志 静内 千代田牧場 ５１２± ０２：３６．６ １．８�

１１ タキオンバッハ 牡５青 ５７
５６ ☆三浦 皇成�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４５８± ０２：３６．９１� ６．７�

５１０ マイネルコレドール 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐々木亜良 浦河 北俣 光浩 B５２０－１２２：３７．７５ ５２．８�

６１１ フェイクスパ 牡３黒鹿 ５５
５２ ▲宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 谷口牧場 ５０６＋ ４ 〃 クビ ９．５�

４８ アンブロークン 牡３青鹿５５ 鷹野 宏史広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４７４＋ ８２：３８．０１� ９．０�
７１４ メジロアルタイス 牡４芦 ５７ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５１６＋ ４２：３８．２１� ８．１	
６１２ ヒットトップガン 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎池田 豊治氏 小野 幸治 新冠 佐藤 信広 ４５８＋ ４２：３８．３クビ ４９．３

３６ シルクレボルシオン 牡３栗 ５５ 秋山真一郎有限会社シルク北出 成人 静内 フジワラフアーム ４５４－ ２２：３８．７２� ４２．２�
２４ コアグリーン 牡３鹿 ５５ 津村 明秀斎藤 光政氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ ４７．２�
１２ アルファメガハート 牝３鹿 ５３ 木幡 初広�貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４５４－ ２２：３８．８� ８１．３
８１５ スガノゴールド 牡３鹿 ５５ 石橋 脩菅原 光博氏 松永 康利 静内 グランド牧場 ４６０＋ ２２：３９．３３ ８８．７�
３５ ステラポラリス 牡３栗 ５５ 村田 一誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 三石 山際牧場 ５２４± ０２：３９．７２� ５０．２�
５９ � バールベック 牡４鹿 ５７ 岩部 純二伊達 敏明氏 萱野 浩二 門別 サンシャイン

牧場 ４７４＋ ４２：３９．８� ２６２．７�
７１３� グレッグスリズム 牡５青鹿５７ 北村 友一 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム B４８０＋ ８２：４０．０� １４．７�
８１６� スマートスパイラル 牡５青 ５７ 大野 拓弥大川 徹氏 平井 雄二 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２２：４０．４２� １６４．４�
４７ � ダルシャンバード 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎�中山牧場 伊藤 伸一 浦河 中山牧場 ５１６－１２２：４１．０３� ３２０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３３０，０００円 複勝： ２４，７６３，９００円 枠連： １６，９４２，５００円

普通馬連： ５０，１４５，１００円 馬単： ４３，８８６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４３３，７００円

３連複： ６５，３１３，８００円 ３連単： １２１，１３４，２００円 計： ３５６，９５０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ７５０円 枠 連（１－２） ５００円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� １，０８０円 �� ２，６９０円

３ 連 複 ��� ６，０４０円 ３ 連 単 ��� １７，７３０円

票 数

単勝票数 計 １６３３００ 的中 � ７３０４８（１番人気）
複勝票数 計 ２４７６３９ 的中 � １１０３４８（１番人気）� ２４６６７（３番人気）� ４５７７（１１番人気）
枠連票数 計 １６９４２５ 的中 （１－２） ２５３８５（２番人気）
普通馬連票数 計 ５０１４５１ 的中 �� ６３５６８（１番人気）
馬単票数 計 ４３８８６９ 的中 �� ３８９９８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４３３７ 的中 �� １９５８１（１番人気）�� ３９３３（１１番人気）�� １４９９（２４番人気）
３連複票数 計 ６５３１３８ 的中 ��� ７９８７（１４番人気）
３連単票数 計１２１１３４２ 的中 ��� ５０４４（４６番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．５―１３．２―１３．３―１３．８―１３．９―１４．５―１３．５―１２．８―１２．５―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�
１３．１―２４．６―３７．８―５１．１―１：０４．９―１：１８．８―１：３３．３―１：４６．８―１：５９．６―２：１２．１―２：２４．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクオウショー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Greinton デビュー ２００６．７．２９ 小倉８着

２００４．５．１２生 牡４鹿 母 リファールニース 母母 バーブスボールド １８戦３勝 賞金 ３３，５５２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ウエストリリー号・ワインアドバイザー号
（非抽選馬） ７頭 アドミラビリス号・カシマレジェンド号・ショウナンタクミ号・シルキーワイルド号・ニシノハドウホウ号・

ハクサンレジェンド号・マコトボムケッチ号



３０１１４１１月２４日 曇 良 （２０福島３）第１０日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１２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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

６１１ グラスフォーユー 牡７黒鹿５７ 大野 拓弥半沢� 星野 忍 新冠 早田牧場新
冠支場 ４８２－ ４１：４５．８ １０．４�

２３ � メイクアダッシュ 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎�谷岡牧場 境 征勝 静内 谷岡牧場 ４６８＋ ４１：４６．１１� ５．７�
３４ ニューロザリオ 牡３鹿 ５５ 北村 友一本間 茂氏 池添 兼雄 静内 藤川フアーム ４７０± ０１：４６．７３� ３．０�
８１４ シルクスターシップ 牡５芦 ５７ 石橋 脩有限会社シルク尾形 充弘 静内 千代田牧場 ４９８－１０１：４７．５５ ６．８�
３５ � マヤノカタナ 牡５栗 ５７

５６ ☆三浦 皇成田所 英子氏 梅田 智之 静内 カタオカフアーム ４４６± ０ 〃 ハナ １２．３�
７１２ プレンティスピード 牡６栗 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 佐々木亜良 静内 ビツグレツドフアーム B４５２＋１２ 〃 クビ １１７．５�
４７ � コウメイグリーン 牡４鹿 ５７

５４ ▲丸田 恭介斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 B４８２＋ ２１：４７．７１� ２５．８	
５８ � パ ス ク ア 牡５鹿 ５７

５４ ▲黛 弘人 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B５０２－ ４１：４８．０１� ５．９�

８１５ ウ イ ン ク 牝３鹿 ５３ 北村 宏司百万 武夫氏 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４７８＋１６１：４９．３８ １３．９�

７１３ マルブツシャトル 牡３栗 ５５ 勝浦 正樹大澤 毅氏 杉浦 宏昭 浦河 日の出牧場 ５００＋ ２１：４９．７２� ３０．８
５９ � シルクストラーダ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲草野 太郎有限会社シルク大和田 稔 新冠 堤 牧場 ５１８＋ ８１：５０．０１� １５５．７�
１１ ミシックキョウト 牡５鹿 ５７ 小坂 忠士円城 和男氏 境 直行 静内 マツケン農場 ４３８－ ６１：５０．１� １２５．６�
４６ フサイチエゴイスト 牡３鹿 ５５

５４ ☆田中 博康岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 門別 天羽牧場 ４９８＋２６１：５０．２� ３５．３�
２２ メイショウヨリトモ 牡３黒鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ４８４＋１８１：５０．６２� ２３．８�
６１０ パ リ オ 牡３栗 ５５ 内田 博幸広尾レース
 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４７６＋ ８１：５１．０２� ４９．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，１９９，９００円 複勝： ２２，９７０，０００円 枠連： １７，２８２，３００円

普通馬連： ５０，１９６，３００円 馬単： ３７，４５２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８８６，４００円

３連複： ６２，３４６，９００円 ３連単： １０４，４６６，４００円 計： ３２６，８００，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ２７０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（２－６） ２，４９０円

普通馬連 �� ３，４８０円 馬 単 �� ７，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０５０円 �� ６２０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ２，４３０円 ３ 連 単 ��� ２６，０８０円

票 数

単勝票数 計 １４１９９９ 的中 � １０７９４（５番人気）
複勝票数 計 ２２９７００ 的中 � １７３１３（５番人気）� ３００８２（３番人気）� ６２１８８（１番人気）
枠連票数 計 １７２８２３ 的中 （２－６） ５１３２（１１番人気）
普通馬連票数 計 ５０１９６３ 的中 �� １０６５０（１１番人気）
馬単票数 計 ３７４５２０ 的中 �� ３６８５（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８８６４ 的中 �� ３８８７（１１番人気）�� ６９０８（６番人気）�� １５０７９（２番人気）
３連複票数 計 ６２３４６９ 的中 ��� １８９５５（４番人気）
３連単票数 計１０４４６６４ 的中 ��� ２９５７（６５番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．７―１１．３―１３．０―１２．９―１２．４―１２．９―１２．３―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．７―２９．０―４２．０―５４．９―１：０７．３―１：２０．２―１：３２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グラスフォーユー �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Danzig デビュー ２００４．４．２４ 東京１着

２００１．３．６生 牡７黒鹿 母 アナボタフォゴ 母母 Graceful Touch １４戦２勝 賞金 １４，８３０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パリオ号は，平成２０年１２月２４日まで平地競走に出走できない。



３０１１５１１月２４日 曇 良 （２０福島３）第１０日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１５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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

６１１ テイエムオペレッタ 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲荻野 琢真竹園 正繼氏 五十嵐忠男 門別 長谷川牧場 B４７６± ０１：０９．３ ３０．３�

４８ ディスパージョン 牝４鹿 ５５ 内田 博幸 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高市 圭二 静内 藤原牧場 ４５８－ ６ 〃 クビ ６．５�

６１２ ライトグローリー 牡４黒鹿５７ 松岡 正海藤田 庸右氏 北出 成人 門別 藤本 直弘 B４６６－１０１：０９．４クビ １５．５�
７１３ ブルーミンバー 牝３鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：０９．５� ３．３�
３６ ミ テ ィ ー ク 牝３鹿 ５４ 中舘 英二前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４－ ８ 〃 クビ ４．６�
２４ ファンタジックキー 牝３栗 ５４ 丹内 祐次�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４９０＋ ６１：０９．７１� ６７．４	
８１５ リップサービス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春藤本 直弘氏 鹿戸 雄一 浦河 荻伏牧場 ４２６－ ４ 〃 ハナ ８．４

１２ イサミチェリー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人前田 哲郎氏 領家 政蔵 三石 築紫 洋 B４５２＋ ６１：０９．８� ９．２�
５９ カーリアンダンス �４鹿 ５７ 赤木高太郎伊藤 誠吉氏 池上 昌弘 門別 浦新 徳司 ５００＋ ８ 〃 ハナ ２８．０�
１１ カルストントップオ 牡５黒鹿５７ 小野 次郎清水 貞光氏 高木 登 門別 鹿戸 廣之 ４７８＋１２ 〃 ハナ １４２．９
３５ アースシンボル 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸田 恭介松山 増男氏 宗像 義忠 三石 城地 清満 ４６０－ ６ 〃 アタマ １８．９�
２３ ツウカイヤスナム 牝３鹿 ５４ 木幡 初広木村 直樹氏 天間 昭一 三石 萩澤 泰博 B５０８＋ ４１：１０．０１ ５７．４�
７１４ ネヴァリバティ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�ティーエイチ 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４９４＋ ６ 〃 同着 ３０．８�
５１０ ダイメイザバリヤル 牝４鹿 ５５ 松田 大作宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４８＋１０ 〃 クビ １３７．２�
８１６ ワンダーフルーツ 牝４鹿 ５５ 北村 友一 �グリーンファーム 和田 正道 千歳 社台ファーム ４５６＋ ４１：１０．２１� １４．７�
４７ テラノチェリー �３鹿 ５６ 古川 吉洋寺田 寿男氏 昆 貢 門別 シンコーファーム ４６６＋ ６１：１０．４１� ５４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４２４，２００円 複勝： ２６，９８２，４００円 枠連： ２０，４０８，５００円

普通馬連： ６１，３０２，１００円 馬単： ４３，３００，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３０３，２００円

３連複： ７３，９８９，７００円 ３連単： １２７，１６４，０００円 計： ３８９，８７４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０３０円 複 勝 � ７６０円 � ２６０円 � ５７０円 枠 連（４－６） ２，７１０円

普通馬連 �� １１，１９０円 馬 単 �� ２５，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０７０円 �� ５，２５０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ３４，７８０円 ３ 連 単 ��� ２８７，８８０円

票 数

単勝票数 計 １６４２４２ 的中 � ４２７５（１０番人気）
複勝票数 計 ２６９８２４ 的中 � ８５６４（１０番人気）� ３２１６９（３番人気）� １１８５７（８番人気）
枠連票数 計 ２０４０８５ 的中 （４－６） ５５６０（１３番人気）
普通馬連票数 計 ６１３０２１ 的中 �� ４０４５（３５番人気）
馬単票数 計 ４３３０００ 的中 �� １２７５（７７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３０３２ 的中 �� １６１８（３２番人気）�� ９３７（５３番人気）�� ３５８８（１７番人気）
３連複票数 計 ７３９８９７ 的中 ��� １５７０（１０３番人気）
３連単票数 計１２７１６４０ 的中 ��� ３２６（７３９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１１．１―１１．５―１１．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．６―３３．７―４５．２―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムオペレッタ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Danzig Connection デビュー ２００６．１０．１５ 京都２着

２００４．３．２１生 牝４黒鹿 母 プレジャーコネクション 母母 Princess Fager ２３戦３勝 賞金 ４３，３５８，０００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 シーディドアラバイ号・フローラルカーヴ号・マイネルピリアー号



３０１１６１１月２４日 曇 良 （２０福島３）第１０日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４５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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

７１１ マイネルプレーザ 牡３青 ５５
５４ ☆田中 博康 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 静内 原 達也 ５０８＋１０１：５０．８ １７．９�

５８ ウォーボネット 牡３鹿 ５５ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ４ 〃 クビ ６．０�
５７ クールドリオン 牡３栗 ５５ 松岡 正海広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４６８＋ ４１：５０．９クビ １３．８�
３３ ア ナ ナ ス 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人古川 智洋氏 佐藤 吉勝 浦河 地興牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ２０．６�
３４ グッドバニヤン 牡３栃栗５５ 熊沢 重文津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４３０＋ ２１：５１．１１� ６．６�
６９ ショウナンライジン 牡４芦 ５７ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５０６＋ ６ 〃 クビ ３．９�
４６ ゲイルカフェ 牡３栗 ５５ 小島 太一西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４４２－ ４１：５１．２� １６．１	
６１０ ダイワランスロット 牡３黒鹿５５ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ５０４＋１６１：５１．４１� ４．９

８１３ ローズオットー 牝４鹿 ５５ 内田 博幸池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４８０± ０ 〃 クビ ２５．５�
１１ 	 レガルメンテ 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義 �キャロットファーム 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ６１：５１．５クビ ８．３
２２ 
 コラデピーノ 牡３鹿 ５５ 勝浦 正樹松尾 正氏 石毛 善彦 米 Samuel

M. Smith ４３０＋ ２ 〃 クビ １７．１�
７１２ マイネルランページ 牡４芦 ５７

５４ ▲黛 弘人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 小屋畑 和久 ４８６＋１４１：５１．６� ５３．４�

４５ 
	 チェルシーザベスト 牡４鹿 ５７ 鷹野 宏史広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Christiana
Stables, LLC ５２８＋１６ 〃 ハナ １５７．８�

８１４
 エイワヴァージニア 牡５鹿 ５７ 横山 義行永井公太郎氏 松山 康久 愛 Tower
Bloodstock ４９０＋ ６１：５１．９２ ２０２．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，８１３，６００円 複勝： ３０，０８８，９００円 枠連： ２１，６４２，４００円

普通馬連： ６９，０６０，９００円 馬単： ４７，３６６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５００，１００円

３連複： ７８，２５７，８００円 ３連単： １４３，８３９，１００円 計： ４３３，５６９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７９０円 複 勝 � ７００円 � ２１０円 � ４２０円 枠 連（５－７） ３，１７０円

普通馬連 �� ５，２４０円 馬 単 �� １０，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０５０円 �� ４，２１０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ２１，５８０円 ３ 連 単 ��� １３０，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２０８１３６ 的中 � ９２１０（９番人気）
複勝票数 計 ３００８８９ 的中 � ９７６２（１０番人気）� ４６３９９（２番人気）� １７６７８（７番人気）
枠連票数 計 ２１６４２４ 的中 （５－７） ５０５２（１５番人気）
普通馬連票数 計 ６９０６０９ 的中 �� ９７３８（２２番人気）
馬単票数 計 ４７３６６８ 的中 �� ３１９４（５１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５００１ 的中 �� ２７１０（３０番人気）�� １２９２（４９番人気）�� ４１６９（１７番人気）
３連複票数 計 ７８２５７８ 的中 ��� ２６７７（８４番人気）
３連単票数 計１４３８３９１ 的中 ��� ８１２（４８４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．５―３７．１―５０．１―１：０２．７―１：１５．２―１：２７．４―１：３８．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルプレーザ �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 リ ド ヘ イ ム デビュー ２００７．７．１５ 新潟１着

２００５．３．２４生 牡３青 母 サントラップ 母母 ベラサントス ６戦２勝 賞金 １７，１００，０００円
※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 シャフツレディ号・ダイワバイロン号・ダノンスイショウ号・ディアプリザーヴ号・ニシノシュテルン号



３０１１７１１月２４日 曇 良 （２０福島３）第１０日 第９競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１４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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

７１２ ヒカリコーズウェー �３鹿 ５５ 小牧 太當山 �則氏 谷 潔 浦河 日の出牧場 ５２２± ０１：４５．８ ８．１�

６１０ ストロングバサラ 牡３黒鹿５５ 蛯名 正義村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４９４± ０ 〃 アタマ ２．６�
２２ ニシノウェーブ 牡５栗 ５７ 内田 博幸西山 茂行氏 小西 一男 鵡川 西山牧場 ４６６－ ６１：４６．４３� ３．３�
８１５ エバーアップワード 牡３鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太橋場 勇二氏 宮 徹 静内 岡田牧場 ４７８－ ６１：４６．７１� ５５．３�
５９ アプローズヒーロー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４４８－１２１：４７．１２� ７．２�
８１４� シルクバリアント 牡４栗 ５７ 大野 拓弥有限会社シルク星野 忍 新冠 ラツキー牧場 ４９６± ０ 〃 クビ １８３．１�
３５ ロングフォード 牡４栗 ５７ 吉田 隼人グレイドレーシング組合 勢司 和浩 静内 小倉 光博 ５２０＋１０ 〃 ハナ ３２．２	
１１ エアシャムス 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝 
ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム B５０４＋１０１：４７．２クビ ９．８�
３４ メイショウタメトモ 牡３鹿 ５５ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 斉藤 英 ４３６＋ ２１：４７．４１� ３６．６�
６１１ フィッツロイ 牡３鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成 サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ４１：４７．９３ １２．８�
２３ � クリールボルケーノ 牡４栗 ５７ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 門別 倉見牧場 B４８４－ ２１：４８．４３ ８３．２�
７１３� シルクグラディウス 牡４黒鹿５７ 高橋 智大有限会社シルク嶋田 潤 早来 吉田牧場 ５１４＋ ８ 〃 クビ ３５１．６�
４７ � シルクアドニス 牡４栗 ５７

５４ ▲黛 弘人有限会社シルク大和田 稔 新冠 �渡 信義 ４８２－１７１：４８．５クビ ８２．０�
４６ � ゴールデンシーズ 牝４鹿 ５５ 丹内 祐次池田 豊治氏 石毛 善彦 門別 信育成牧場 ４８４＋ ４１：４９．５６ ３８７．０�
５８ シゲルシュクラン 牡４鹿 ５７ 中舘 英二森中 蕃氏 沖 芳夫 様似 ホウセイ牧場 ４８６＋ ６１：５０．３５ ４８．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，８９５，８００円 複勝： ３５，０９１，０００円 枠連： ２２，６２５，２００円

普通馬連： ８４，３５７，２００円 馬単： ６５，０５０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，３８１，６００円

３連複： ９４，７２５，５００円 ３連単： ２１３，１３９，９００円 計： ５６６，２６７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２００円 � １３０円 � １３０円 枠 連（６－７） １，２１０円

普通馬連 �� １，５５０円 馬 単 �� ４，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ４９０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 ��� ９，８００円

票 数

単勝票数 計 ２４８９５８ 的中 � ２４４１４（４番人気）
複勝票数 計 ３５０９１０ 的中 � ３４７０８（４番人気）� ８９００５（１番人気）� ８２８２７（２番人気）
枠連票数 計 ２２６２５２ 的中 （６－７） １３８８５（５番人気）
普通馬連票数 計 ８４３５７２ 的中 �� ４０２８４（６番人気）
馬単票数 計 ６５０５０８ 的中 �� １１８００（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６３８１６ 的中 �� １２０１４（５番人気）�� １１４２４（６番人気）�� ５１１２８（１番人気）
３連複票数 計 ９４７２５５ 的中 ��� ６６１１８（３番人気）
３連単票数 計２１３１３９９ 的中 ��� １６０５１（２１番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．２―１１．９―１２．５―１２．６―１３．１―１２．６―１２．０―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．３―３０．２―４２．７―５５．３―１：０８．４―１：２１．０―１：３３．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒカリコーズウェー �
�
父 マリエンバード �

�
母父 Rubiano デビュー ２００８．２．２３ 京都５着

２００５．４．８生 �３鹿 母 ゴージャスステップ 母母 ショーガールⅡ ９戦２勝 賞金 １８，７７０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ハングインゼア号・バーニングブライト号・ミラクルハニー号・ミラクルロザリオ号・リワードファントム号
（非抽選馬） ５頭 アイノカゼ号・カヤドーノアール号・スズカトップ号・ティンバールーカン号・ニシノキンレンポ号



３０１１８１１月２４日 曇 良 （２０福島３）第１０日 第１０競走 ��
��１，２００�福島２歳ステークス

発走１４時５０分 （芝・右）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
福島馬主協会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．８
１：０７．８

良

良

７１３ オメガユリシス 牡２鹿 ５５ 北村 宏司原 �子氏 坂本 勝美 浦河 桑田 正己 ４６６± ０１：０９．３ １７．１�

８１５ アドバンスヘイロー 牡２青鹿５５ 三浦 皇成西川 隆士氏 河野 通文 新冠 佐藤 信広 ４４６＋ ４１：０９．４� ４．０�
７１４ スガノメダリスト 牡２栗 ５５ 蛯名 正義菅原 光博氏 大和田 稔 三石 田上 稔 ４６４＋ ６ 〃 ハナ １５．２�
６１２ セブンシークィーン 牝２栗 ５４ 吉田 豊吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７８± ０ 〃 クビ １６．８�
５１０ ラブチャーミー 牝２鹿 ５５ 秋山真一郎増田 陽一氏 須貝 彦三 新ひだか 松田 三千雄 ４４６＋ ６１：０９．６１	 １６．９�
４７ メイクデュース 牝２黒鹿５４ 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 出美 門別 出口 悟 ４４４－ ６１：０９．７
 １３．３�
６１１ リキサンシンオー 牡２栗 ５５ 松田 大作 	ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 ４７４＋ ４ 〃 ハナ ７．５

２３ アッシュケーク 牝２鹿 ５４ 内田 博幸加藤 徹氏 清水 利章 三石 パラダイス・

ファーム ４８４＋１０１：０９．８クビ １３．０�
４８ ノアウイニング 牝２鹿 ５４ 小牧 太杉元 四男氏 福島 信晴 浦河 藤春 修二 ４４８± ０ 〃 クビ ３０．６�
２４ タマニューホープ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４６４＋ ４１：１０．０１ ９２．７
８１６ キングオバマ 牡２鹿 ５５ 木幡 初広井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 ４７８－ ２ 〃 ハナ ４３．３�
３６ アーバンテースト 牝２栗 ５４ 吉田 隼人 	スピードファーム 和田 正道 日高 田辺 静一 ４４６－ ６１：１０．１
 ４３．６�
１１ クリンゲルベルガー 牝２芦 ５４ 中舘 英二 	キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４２４＋ ２１：１０．３１	 ５．２�
５９ ラガーシーキング 牡２黒鹿５５ 北村 友一奥村 啓二氏 池添 兼雄 静内 今 牧場 ４５４± ０１：１１．６８ １５．６�
１２ � マーチボーイ 牡２黒鹿５５ 阿部 英俊石川 眞実氏 千葉 四美 静内 武 牧場 ４４４± ０ 〃 クビ ８７．１�

（岩手） （岩手）

３５ スノーライダー 牡２青鹿５５ 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 ４４２＋ ２１：１１．７クビ ８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，０１８，３００円 複勝： ４５，７０２，０００円 枠連： ３７，５１４，２００円

普通馬連： １４２，３２０，１００円 馬単： ８４，８９７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，１４２，５００円

３連複： １５８，８８７，２００円 ３連単： ３１１，７０６，４００円 計： ８４８，１８７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７１０円 複 勝 � ４６０円 � １７０円 � ３８０円 枠 連（７－８） １，５７０円

普通馬連 �� ３，７５０円 馬 単 �� ９，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６２０円 �� ３，５２０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� １９，０１０円 ３ 連 単 ��� １３３，０５０円

票 数

単勝票数 計 ３１０１８３ 的中 � １４３３８（１１番人気）
複勝票数 計 ４５７０２０ 的中 � ２２５１１（１１番人気）� ８９６５５（１番人気）� ２８３２５（６番人気）
枠連票数 計 ３７５１４２ 的中 （７－８） １７６６７（６番人気）
普通馬連票数 計１４２３２０１ 的中 �� ２８０２９（１２番人気）
馬単票数 計 ８４８９７２ 的中 �� ６４６７（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６１４２５ 的中 �� ５５２１（１４番人気）�� ２４７２（５４番人気）�� ８０２４（９番人気）
３連複票数 計１５８８８７２ 的中 ��� ６１６９（６５番人気）
３連単票数 計３１１７０６４ 的中 ��� １７２９（４９０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．０―１１．６―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３３．７―４５．３―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガユリシス �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ラストタイクーン デビュー ２００８．９．２８ 中山１着

２００６．５．１１生 牡２鹿 母 スズランストーリー 母母 オーナースズラン ３戦２勝 賞金 ２３，３５０，０００円
※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。
（非当選馬） １頭 コリコパット号
（非抽選馬） ４頭 アラマサローズ号・エルデストドーター号・キャラメルボイス号・リュウノシルバー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３０１１９１１月２４日 曇 良 （２０福島３）第１０日 第１１競走
第４４回農林水産省賞典

��
��２，０００�福 島 記 念（ＪｐｎⅢ）

発走１５時２５分 （芝・右）
３歳以上，１９．１１．１７以降２０．１１．１６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 ６２３，０００円 １７８，０００円 ８９，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

３４ マンハッタンスカイ 牡４黒鹿５６ 芹沢 純一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５３０＋ ２２：００．１ １３．０�

７１３ マイネルキッツ 牡５栗 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B４９２＋ ４ 〃 クビ ７．５�

８１４ グラスボンバー 牡８黒鹿５７ 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４８２± ０２：００．３１ ２９．８�
３５ フサイチアソート 牡３栗 ５３ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ６ 〃 クビ ２９．２�
７１２ シャドウゲイト 牡６黒鹿５７．５ 三浦 皇成飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９２－ ６２：００．５１� １３．９�
４７ スウィフトカレント 牡７青鹿５７ 内田 博幸 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４８２＋ ８ 〃 クビ ２３．０	
５８ サクラオリオン 牡６黒鹿５３ 北村 友一�さくらコマース池江 泰郎 静内 新和牧場 ４７６＋ ４ 〃 ハナ ２６．８

２３ フィールドベアー 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ６２：００．６� ３．８�
４６ マイネカンナ 牝４栗 ５３ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４３４－ ６２：００．９１� １２．１�
５９ タスカータソルテ 牡４黒鹿５８ 松田 大作 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６０＋ ４２：０１．１１� ７．２
６１１ ブレーヴハート 牡６黒鹿５３ 吉田 豊吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５２４＋ ４ 〃 ハナ ９．０�
６１０ セ ン カ ク 牡６栗 ５４ 江田 照男中村 政勝氏 池上 昌弘 青森 明成牧場 ４８６＋ ８２：０１．２クビ ６８．０�
２２ レオマイスター 牡３栗 ５３ 田中 勝春�レオ 古賀 慎明 門別 若林 武雄 ４９４＋ ４２：０１．４１� ７．６�
８１５ ホッコーソレソレー 牡６青鹿５６ 中舘 英二矢部 幸一氏 浜田 光正 門別 浦新牧場 ４７４－ ６ 〃 クビ ２３．１�
１１ キャッチータイトル 牝５栗 ５１ 小野 次郎 �サンデーレーシング 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４９４＋１２２：０２．２５ ２０．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８６，４００，２００円 複勝： １０９，７７６，２００円 枠連： １１５，１６６，３００円

普通馬連： ５７１，１０５，４００円 馬単： ３００，９８７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １３１，４３０，８００円

３連複： ６７４，２０５，２００円 ３連単： １，３６６，０８２，８００円 計： ３，３５５，１５４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � ４４０円 � ２８０円 � ７３０円 枠 連（３－７） ２，７８０円

普通馬連 �� ６，２９０円 馬 単 �� １４，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９６０円 �� ４，７３０円 �� ２，８９０円

３ 連 複 ��� ４８，９２０円 ３ 連 単 ��� ３０４，６８０円

票 数

単勝票数 計 ８６４００２ 的中 � ５２５５５（７番人気）
複勝票数 計１０９７７６２ 的中 � ６４１４８（７番人気）� １１７０８５（３番人気）� ３６００１（１２番人気）
枠連票数 計１１５１６６３ 的中 （３－７） ３０６４２（１３番人気）
普通馬連票数 計５７１１０５４ 的中 �� ６７０３５（２４番人気）
馬単票数 計３００９８７７ 的中 �� １５７５４（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３１４３０８ 的中 �� １６７０４（２１番人気）�� ６７６６（６４番人気）�� １１１８４（４０番人気）
３連複票数 計６７４２０５２ 的中 ��� １０１７３（１７０番人気）
３連単票数 計１３６６０８２８ 的中 ��� ３３０９（９９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．４―３４．９―４７．０―５９．１―１：１１．４―１：２３．７―１：３５．７―１：４７．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マンハッタンスカイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Go for Gin デビュー ２００６．７．９ 函館３着

２００４．４．６生 牡４黒鹿 母 デ ッ ク 母母 Locate ３２戦５勝 賞金 １７４，１０４，０００円
※出走取消馬 ドリーミーオペラ号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※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 エプソムアルテマ号・トウショウシロッコ号・ナムラマース号・ブラックカフェ号・リネンヤクシン号



３０１２０１１月２４日 曇 良 （２０福島３）第１０日 第１２競走 ��
��１，２００�み ち の く 特 別

発走１５時５５分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，３００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４３０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

２３ ブライティアミラ 牝５鹿 ５５ 中舘 英二小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド B４７０＋１４１：０９．３ １０．４�

８１５ プレンティラヴ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ４９２＋ ２１：０９．４� ２．９�
５９ ファーストナイナー 牝４栗 ５５ 田嶋 翔猪野毛雅人氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４６４＋ ２１：０９．５� ４０．８�
５１０� リリウオカラニ 牝５鹿 ５５ 荻野 琢真 �グリーンファーム 松田 国英 米 James M.

Herbener Jr. B４８４－１２１：０９．７１	 ８６．３�
８１６ シゲルダイハッカイ 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文森中 蕃氏 西園 正都 静内 静内フアーム ４６８－ ６ 〃 クビ １１．８�
４８ 
 ワンダータバスコ 牡５栗 ５７ 松田 大作山本 信行氏 羽月 友彦 三石 米田牧場 ４９０－ ８１：０９．８クビ １４．０�
３６ ヤマニンパンテール 牝７黒鹿５５ 蛯名 正義土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４１８－ ６１：０９．９� ３５．９	
７１４ フランシール 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４７６－ ２１：１０．０� ３．６

４７ マイネルグロッソ 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 門別 福山牧場 ５１４± ０１：１０．１� ３８．１�
１２ アポロティアラ 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 山際牧場 ４７４－ ８１：１０．３１ １７．３�
７１３ トーセンレーサー 牡７鹿 ５７ 三浦 皇成島川 哉氏 斎藤 宏 静内 岡田スタツド B４６４± ０ 〃 クビ ８．３�
６１１
 リキアイダンディ 牡７鹿 ５７ 柴山 雄一高山 幸雄氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 B４７２＋ ２ 〃 アタマ １７．５�
６１２ タケデンサンバ 牝５栗 ５５ 嘉藤 貴行武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 ４７６＋ ４１：１０．９３� ７６．７�
２４ 
 マルノマンハッタン 牝４鹿 ５５ 田中 勝春齋藤 實氏 坂本 勝美 新冠 �渡 信義 B４５８＋１６１：１１．３２� ４９．６�
１１ メイショウモア 牡６鹿 ５７ 芹沢 純一松本 好雄氏 増本 豊 静内 増本牧場 ４６２＋ ２１：１１．４� １３４．３�
３５ シセイヒカリ 牡７鹿 ５７ 北村 友一猪苗代 勇氏 北出 成人 新冠 早田牧場新

冠支場 ４９２± ０１：１１．６１� ６４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，５７６，４００円 複勝： ３５，１６８，９００円 枠連： ３５，６２５，５００円

普通馬連： １１６，１９３，９００円 馬単： ７４，８７４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，３４６，７００円

３連複： １３２，１３４，５００円 ３連単： ３０２，８１２，４００円 計： ７５４，７３３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ２７０円 � １４０円 � ９５０円 枠 連（２－８） １，３４０円

普通馬連 �� １，７８０円 馬 単 �� ４，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ６，２２０円 �� ２，１６０円

３ 連 複 ��� ２１，７９０円 ３ 連 単 ��� １３２，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２５５７６４ 的中 � １９５５３（４番人気）
複勝票数 計 ３５１６８９ 的中 � ３０２１０（３番人気）� １０２８３６（１番人気）� ６６９４（１１番人気）
枠連票数 計 ３５６２５５ 的中 （２－８） １９７２５（４番人気）
普通馬連票数 計１１６１９３９ 的中 �� ４８３２７（５番人気）
馬単票数 計 ７４８７４７ 的中 �� １２６９４（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２３４６７ 的中 �� １１７８０（５番人気）�� １２２９（５５番人気）�� ３６２０（２２番人気）
３連複票数 計１３２１３４５ 的中 ��� ４４７６（６２番人気）
３連単票数 計３０２８１２４ 的中 ��� １６８４（３３３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．１―１１．２―１１．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．９―３４．０―４５．２―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライティアミラ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ハイブリツジスルー デビュー ２００５．１１．１２ 東京１３着

２００３．３．１９生 牝５鹿 母 ブライティアドーツ 母母 イ ニ ニ ３５戦４勝 賞金 ６６，８３４，０００円
〔騎手変更〕 ブライティアミラ号の騎手丸田恭介は，負傷のため中舘英二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１４頭 エーシンエフダンズ号・カシノリボン号・ゴールデンリング号・サウスヒューマー号・シゲルダイノウカイ号・

セフティバーニング号・ダイワシークレット号・テイクザホーク号・ティムガッド号・テントゥワン号・
ニシノオニテツマル号・マッキーバクシン号・ミスズアロハ号・メジロガストン号



（２０福島３）第１０日 １１月２４日（月曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５０，７４０，０００円
６，８９０，０００円
１，９８０，０００円
２５，９３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，０２４，０００円
５，０１３，０００円
１，８４８，３００円

勝馬投票券売得金
２９３，００６，１００円
４２１，７５２，７００円
３４７，７９３，１００円
１，３２６，９５５，６００円
８４７，３２１，２００円
３７３，９６３，７００円
１，５６６，０１１，９００円
３，０６２，３８７，１００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ８，２３９，１９１，４００円

総入場人員 １５，２６９名 （有料入場人員 １２，３８２名）



平成２０年度 第３回福島競馬 総計

競走回数 １２０回 出走延頭数 １，７９３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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１，９５５，４００，０００円
３６，６４０，０００円
１０７，４５０，０００円
１９，９０１，０００円
１８９，２２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１１，４５０，５００円
４６，７９５，０００円
１８，１０９，３００円

勝馬投票券売得金
１，７３１，８０６，６００円
２，４８６，７７１，０００円
１，８２６，６９６，６００円
６，０１５，２１４，４００円
４，４３７，６９９，７００円
１，９２７，８０３，８００円
７，２２４，３７０，４００円
１４，２５４，８００，４００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 ３９，９０５，１６２，９００円

総入場延人員 １２７，３３７名 （有料入場延人員 ９３，６６６名）




