
３００９７１１月２１日 晴 稍重 （２１福島３）第９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）

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

１：４６．３
１：４５．９

稍重

重

５９ プレファシオ 牡２芦 ５５ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４９８ ―１：４９．７ ３．９�

８１５ グ ス ベ リ ー 牝２黒鹿５４ 津村 明秀 �杵臼斉藤牧場 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 ５２４ ―１：４９．９１� ７．７�
７１２� アパッショナンテ 牡２栗 ５５ 吉田 豊 �ノースヒルズマネ

ジメント 古賀 史生 米 Swordle-
stown Stud ５０４ ―１：５０．０クビ １１．６�

６１１ ロードアビリティ 牡２鹿 ５５ 松田 大作 �ロードホースクラブ 北出 成人 新ひだか 土田農場 ４８８ ―１：５０．２１� ５．１�
１１ サングレアズール 牝２鹿 ５４

５３ ☆宮崎 北斗青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 ４９６ ―１：５１．１５ ３．７�
６１０ アモーレマテルノ 牝２鹿 ５４ 武 英智 �ローレルレーシング 河野 通文 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３２ ―１：５１．４２ ９５．０	
７１３ ジェットカフェ 牡２青鹿 ５５

５４ ☆丸田 恭介本間 茂氏 清水 英克 浦河 冨岡牧場 ５１６ ―１：５１．５� １７．２

３５ アップビートバイオ 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介バイオ� 坪 憲章 平取 坂東牧場 ４８８ ―１：５２．５６ １１．５�
４７ エリモファイター 牡２黒鹿５５ 中舘 英二山本 慎一氏 中竹 和也 えりも エクセルマネジメント ５２６ ―１：５２．９２� ２９．０�
２３ エーシンアルヘナー 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人�栄進堂 安田 隆行 新ひだか 坂本牧場 ４４８ ― 〃 クビ ４３．６
８１４ カレンパッキャオ 牡２鹿 ５５

５３ △荻野 琢真鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９２ ―１：５３．０クビ ４３．２�
５８ ヒカルカチボシ 牡２栗 ５５ 赤木高太郎�橋 京子氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６６ ―１：５３．３１	 １９．２�
４６ シャインオブロード 牡２芦 ５５

５２ ▲丸山 元気皆川 博文氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ５１０ ― 〃 アタマ １５０．４�
３４ コスモアレスト 牡２鹿 ５５ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 須貝 彦三 新冠 ビッグレッドファーム ４２８ ―１：５４．０４ ７１．２�
２２ ビバライフワーク 牝２黒鹿５４ 上村 洋行池住 安信氏 小野 幸治 新冠 越湖牧場 ４５２ ―１：５４．６３� ７８．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６，６６０，２００円 複勝： ９，６３６，４００円 枠連： ６，６３７，１００円

普通馬連： １８，６７３，３００円 馬単： １４，８５９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ７，４７５，１００円

３連複： ２５，１２５，４００円 ３連単： ３６，７６９，１００円 計： １２５，８３６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １８０円 � ２５０円 � ２７０円 枠 連（５－８） １，２４０円

普通馬連 �� １，８５０円 馬 単 �� ２，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ８６０円 �� １，４４０円

３ 連 複 ��� ６，１２０円 ３ 連 単 ��� ２８，１００円

票 数

単勝票数 計 ６６６０２ 的中 � １３６７４（２番人気）
複勝票数 計 ９６３６４ 的中 � １６２４５（２番人気）� ９６５５（４番人気）� ８８７８（５番人気）
枠連票数 計 ６６３７１ 的中 （５－８） ３９８０（７番人気）
普通馬連票数 計 １８６７３３ 的中 �� ７４８４（５番人気）
馬単票数 計 １４８５９９ 的中 �� ４０６２（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７４７５１ 的中 �� ２２０４（６番人気）�� ２１７５（７番人気）�� １２５０（１８番人気）
３連複票数 計 ２５１２５４ 的中 ��� ３０３１（１８番人気）
３連単票数 計 ３６７６９１ 的中 ��� ９６６（６８番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．６―１２．５―１３．４―１４．０―１３．４―１２．６―１２．４―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．５―３１．０―４４．４―５８．４―１：１１．８―１：２４．４―１：３６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３７．９
１
３
１１，１５，１０（１，５，１３）（８，１２）（９，１４）７，４（６，３）－２
９（１１，１５，１０，１３）（１，１２，３，６）５（８，７，１４）－（２，４）

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

勝馬の
紹 介

プレファシオ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００７．２．８生 牡２芦 母 チアズメッセージ 母母 チアズダンサー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



３００９８１１月２１日 曇 稍重 （２１福島３）第９日 第２競走 ��１，０００�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５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

５８．０
５７．１

重

稍重

４４ シンボリシュタルク 牡４鹿 ５７ 中舘 英二シンボリ牧場 菊川 正達 門別 シンボリ牧場 ５３２± ０ ５９．０ １．９�

２２ ア サ ギ リ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀青木 基秀氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田原橋本牧場 ４９６± ０ ５９．７４ ７．５�
８１２ ノボパガーレ 牡３栗 ５６

５３ ▲丸山 元気�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４７６－ ２ ５９．８� ４６．９�
３３ アラマサスクワート 牝３鹿 ５４ 的場 勇人�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４４８－ ４１：００．４３� ３４．９�
８１１ フラミニアンウェイ 牝４鹿 ５５

５４ ☆宮崎 北斗吉田 勝己氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４４２＋ ４１：００．６１� ３３．４�
１１ カワチノオジサン �４青鹿５７ A．スボリッチ�グランプリ 村山 明 静内 千代田牧場 ４９６－１２ 〃 ハナ ７１．９	

（独）

６８ ティティチャーム 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信冨塚 善三氏 嶋田 潤 新ひだか 仲野牧場 ４９０＋ ４１：００．７クビ ２６．５

５５ ディパーチャーズ �３鹿 ５６ 西田雄一郎 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０± ０ 〃 アタマ ９．４�
７９ メイショウジップ 牡４栗 ５７ 吉田 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 浦河日成牧場 ４９４＋１０１：００．９１� ５０．２�
７１０ タマモハーバー 牡３黒鹿５６ 石橋 脩タマモ� 清水 英克 新冠 対馬 正 ４６０＋ ４１：０１．１１ ５．１
６７ マイディスカバリー 牝４鹿 ５５ 小林慎一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 寺越 政幸 B４５２± ０１：０１．３１ ９．０�
５６ プリティマリ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４７４－ ２１：０１．５１� ２８．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ８，６６７，３００円 複勝： １４，１０９，６００円 枠連： ６，３６６，８００円

普通馬連： ２０，４８９，６００円 馬単： １７，１１５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ９，２５４，３００円

３連複： ２５，５７４，４００円 ３連単： ４８，１４５，８００円 計： １４９，７２２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � ５７０円 枠 連（２－４） ６４０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� １，８２０円 �� ２，３９０円

３ 連 複 ��� ６，４９０円 ３ 連 単 ��� １６，６２０円

票 数

単勝票数 計 ８６６７３ 的中 � ３６０７９（１番人気）
複勝票数 計 １４１０９６ 的中 � ５８５４６（１番人気）� １２８３６（４番人気）� ３７６９（１０番人気）
枠連票数 計 ６３６６８ 的中 （２－４） ７３９０（４番人気）
普通馬連票数 計 ２０４８９６ 的中 �� ２６２８４（２番人気）
馬単票数 計 １７１１５１ 的中 �� １４２１５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９２５４３ 的中 �� ８０４４（２番人気）�� １１６２（１９番人気）�� ８７７（２９番人気）
３連複票数 計 ２５５７４４ 的中 ��� ２９１１（２３番人気）
３連単票数 計 ４８１４５８ 的中 ��� ２１３９（４４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．７―１１．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．１―３４．８―４６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンボリシュタルク �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Pursuit of Love デビュー ２００８．３．２３ 中山３着

２００５．４．１０生 牡４鹿 母 タッチオブイノセンス 母母 Fair Counsel １０戦３勝 賞金 ２８，９００，０００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 アムネリス号・マイティークラウン号・メインヴォーカル号
※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。



３００９９１１月２１日 曇 稍重 （２１福島３）第９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）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

２２ マイネルパルティア 牡４鹿 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ４９６＋ ８１：４７．６ ５．４�

６１０ エイシンダッシュ 牡３鹿 ５５
５４ ☆宮崎 北斗平井 豊光氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４７０＋ ４１：４７．７� ９．６�

６１１ フェイマステイル 牡３鹿 ５５ 江田 照男 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４６２＋ ８１：４７．９１ ４．９�
５８ カシマパフューム 牝３栗 ５３ 武士沢友治松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ４１０± ０１：４８．４３ ８３．３�
４７ レグルスハート 牡３黒鹿５５ 武 英智中江 隆一氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 B４８４－ ４１：４８．５� ９４．８�
４６ ヒラボクシャトル 牡４青 ５７ 後藤 浩輝�平田牧場 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５１４＋ ４１：４８．６クビ ５．７	
８１４ マーリンシチー 牡３鹿 ５５ 田辺 裕信 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４４６＋ ２ 〃 ハナ ３７．１

５９ スマートキャスター 牡４青 ５７

５６ ☆丸田 恭介大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ ９．５�
３５ メイショウラダック 牡４栗 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８６＋ ８ 〃 ハナ ４３．１�
７１３ ロトスカイブルー 牡３鹿 ５５ 吉田 豊國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４９４＋ ４１：４８．８１� １２．４
８１５ プロヴィデンス 牡３鹿 ５５ 木幡 初広臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９０＋ ４１：４９．０１ ５．１�
２３ � ビービーライナー 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲丸山 元気�坂東牧場 境 征勝 平取 高橋 啓 ４８２－ ６１：４９．８５ １６１．０�
７１２ ケイアイシンドウ �３鹿 ５５ 柴山 雄一 �啓愛義肢材料販売所 秋山 雅一 新ひだか 松田 三千雄 B４９０－ ２１：４９．９	 ２１．５�
３４ シゲルトカチダケ 牡３黒鹿５５ 赤木高太郎森中 蕃氏 武田 博 門別 下河辺牧場 ４５０＋１２ 〃 ハナ ６６．１�
１１ エアタイタン 牡４黒鹿５７ 中舘 英二 �ラッキーフィールド庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５４２＋１６１：５１．２８ １４．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８，３９５，６００円 複勝： １４，５５３，０００円 枠連： ７，７００，８００円

普通馬連： ２１，６７８，３００円 馬単： １５，９１３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ９，８９０，０００円

３連複： ３０，０７２，７００円 ３連単： ４４，０９４，５００円 計： １５２，２９８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １８０円 � ２８０円 � ２１０円 枠 連（２－６） ８７０円

普通馬連 �� ２，２２０円 馬 単 �� ４，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ４９０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ３，７７０円 ３ 連 単 ��� １９，３１０円

票 数

単勝票数 計 ８３９５６ 的中 � １２４３２（３番人気）
複勝票数 計 １４５５３０ 的中 � ２４１６６（１番人気）� １２４２２（６番人気）� １８８４４（３番人気）
枠連票数 計 ７７００８ 的中 （２－６） ６５５８（２番人気）
普通馬連票数 計 ２１６７８３ 的中 �� ７２３２（９番人気）
馬単票数 計 １５９１３２ 的中 �� ２８３７（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９８９００ 的中 �� ３４５５（６番人気）�� ５２３５（１番人気）�� ２４２１（１４番人気）
３連複票数 計 ３００７２７ 的中 ��� ５８９４（５番人気）
３連単票数 計 ４４０９４５ 的中 ��� １６８６（２０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．３―２９．９―４２．７―５６．２―１：０９．０―１：２１．７―１：３４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．６
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルパルティア �
�
父 ウイングアロー �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００７．１２．１６ 中山３着

２００５．２．１９生 牡４鹿 母 ホ ボ ス キ ー 母母 ベ ル ソ ニ ア ２３戦３勝 賞金 ３５，８４０，０００円
〔制裁〕 エイシンダッシュ号の騎手宮崎北斗は，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。（１５番・１番・１２番・１３番・

９番・１１番への進路影響）
※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 キタサンハナミチ号・ナムラハーン号
（非抽選馬） ２頭 シルバーフィールド号・ハリマノワタリドリ号



３０１００１１月２１日 曇 良 （２１福島３）第９日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時１０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．８
１：０７．８

良

良

７１３ レ ト 牡２鹿 ５５ 木幡 初広伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン
牧場 ４４６＋ ２１：０９．２ ３．６�

６１２ タンジブルアセット 牡２鹿 ５５
５２ ▲丸山 元気安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４５８－ ４１：０９．５１� ８．６�

５９ オペラライコー 牡２黒鹿 ５５
５４ ☆宮崎 北斗佐々木 勇氏 南田美知雄 浦河トラストスリーファーム ４２０－ ４１：０９．７１� ２６．５�

３６ ドリームファミーユ 牝２栗 ５４
５３ ☆丸田 恭介内藤 好江氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４７８± ０１：０９．８� ７．１�

８１６ キングシャーロット 牡２鹿 ５５ A．スボリッチ 馬場 幸夫氏 浅見 秀一 新ひだか 上村 清志 ４３６－ ４ 〃 クビ １３．４�
（独）

４８ ケイエスケイト 牡２鹿 ５５ 村田 一誠キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４６４＋１０１：０９．９� ７．２�
２３ ユキノラムセス 牡２栗 ５５ 田辺 裕信井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム ４７０＋ ２ 〃 ハナ １０．７	
４７ バクシンカーリー 牝２鹿 ５４ 吉田 豊杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ４７４－ ２１：１０．０� ４．１

８１５ リバーレッド 牝２栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太河越 武治氏 作田 誠二 鹿児島 徳重 実幸 ４４２－ ６１：１０．２１� ３７０．７�
７１４ チェリーブランデー 牝２鹿 ５４ 津村 明秀�橋 修身氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４０８－ ２ 〃 ハナ ２３．１�
５１０ マルタカテンザン 牡２鹿 ５５

５３ △荻野 琢真�橋まゆみ氏 清水 美波 浦河 高松牧場 ４２４± ０１：１０．３クビ ５２．６
１２ セトウチニッチェ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝高橋 勉氏 松永 康利 平取 びらとり牧場 ４５６－ ８１：１０．８３ ４７．５�
２４ シャイニーグルーム 牡２黒鹿５５ 大野 拓弥小林 昌志氏 和田 正道 新ひだか カタオカフアーム ４４４－１０１：１１．２２� ９１．６�
３５ ブルームーンブルー 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム B４１６－ ４１：１１．８３� １２２．１�
６１１ ダイワミステリアス 牝２栗 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 嶋田 功 新ひだか 出羽牧場 ４４０＋ ６１：１２．１２ １５０．６�
１１ ディアコトミ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４２６－１６１：１２．４２ ４６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，９７２，４００円 複勝： １５，６４５，３００円 枠連： ８，８２４，７００円

普通馬連： ２０，６３４，０００円 馬単： １６，４１７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ９，５１６，１００円

３連複： ３２，０７６，８００円 ３連単： ４３，３８７，９００円 計： １５６，４７４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � ２７０円 � ８６０円 枠 連（６－７） １，２２０円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ２，１７０円 �� ２，３００円

３ 連 複 ��� １５，７８０円 ３ 連 単 ��� ５０，９１０円

票 数

単勝票数 計 ９９７２４ 的中 � ２２１７４（１番人気）
複勝票数 計 １５６４５３ 的中 � ３２１２３（１番人気）� １５３０１（４番人気）� ３６６６（１０番人気）
枠連票数 計 ８８２４７ 的中 （６－７） ５３４１（４番人気）
普通馬連票数 計 ２０６３４０ 的中 �� １１３１９（２番人気）
馬単票数 計 １６４１７１ 的中 �� ４７４３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９５１６１ 的中 �� ５２４６（２番人気）�� １０３３（２６番人気）�� ９７２（２９番人気）
３連複票数 計 ３２０７６８ 的中 ��� １５０１（５０番人気）
３連単票数 計 ４３３８７９ 的中 ��� ６２９（１４５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．２―１１．７―１１．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．７―４５．４―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ト �
�
父 ザ カ リ ヤ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００９．６．２８ 福島２着

２００７．４．１０生 牡２鹿 母 レパーティー 母母 パンドラスボックス ５戦１勝 賞金 １１，６００，０００円
〔発走状況〕 シャイニーグルーム号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔その他〕 ディアコトミ号は，３コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 メイフェアー号
※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。



３０１０１１１月２１日 曇 良 （２１福島３）第９日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時４０分 （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

４８ エリモアクアポリス 牝３鹿 ５３
５２ ☆宮崎 北斗山本 慎一氏 的場 均 えりも エクセルマネジメント ４６０＋ ２２：０１．２ ４．０�

２４ ザ リ ー ン 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４４６± ０２：０１．４１� １４．７�
５１０ ハッピーパレード 牝３黒鹿５３ 長谷川浩大馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４３２－ ４ 〃 アタマ ４．０�
７１４ セキサンダンスイン 牝３鹿 ５３

５０ ▲丸山 元気�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ４４８＋ ２２：０１．５� ４．３�
１１ ミナミタイヘイヨー 牝４青鹿５５ 木幡 初広小田切有一氏 本間 忍 浦河 高野牧場 ４５４± ０２：０１．６クビ ２４．３�
１２ サムワントゥラブ 牝４鹿 ５５ A．スボリッチ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 門別 シンコーファーム ４７８＋２０２：０１．８１� ２１．８	

（独）

２３ コスモザガリア 牝４鹿 ５５ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 門別 庫宝牧場 ５０４－１０ 〃 クビ １１．４

３５ マ ヤ ノ マ ヤ 牝３鹿 ５３ 津村 明秀田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４７０－ ２ 〃 アタマ ２３．８�
３６ マイネラプソディ 牝３栗 ５３ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 ハシモトフアーム ４３０＋ ２２：０１．９� １５５．０�
８１５ ラヴリーテンダー 牝３栗 ５３

５２ ☆丸田 恭介熊坂富寿雄氏 宗像 義忠 福島 農事組合法人
天栄牧場 ４７４＋ ８２：０２．１１� ８７．７

６１２ キャッスルトン 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 追分 追分ファーム ４３４－ ６２：０２．２� １６．１�
４７ ヴィーヴァブーケ 牝３青鹿５３ 勝浦 正樹芹澤 精一氏 相沢 郁 静内 岡田スタツド ３９６－２６２：０２．４１� １０．７�
５９ グッデーコパ 牝３青鹿５３ 柴田 善臣小林 祥晃氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 ４７０－ ４２：０２．８２� ２５．５�
７１３� グラティテュード 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太�辻牧場 伊藤 大士 浦河 辻 牧場 ４０４－１８２：０３．２２� ２８６．６�
８１６ テイクザスカイ 牝４栗 ５５ 大野 拓弥加藤 徹氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４７２± ０ 〃 ハナ １５６．１�
６１１ リワードルシアン 牝３黒鹿５３ 的場 勇人宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社

リワード ４４０－１２２：０３．６２� ５７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，７８２，３００円 複勝： １７，９５９，７００円 枠連： ８，９７５，１００円

普通馬連： ２６，２２７，１００円 馬単： １９，１２９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２，３１３，７００円

３連複： ３７，２５２，５００円 ３連単： ５５，２９０，２００円 計： １８８，９２９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １５０円 � ３５０円 � １６０円 枠 連（２－４） １，０９０円

普通馬連 �� ３，９１０円 馬 単 �� ６，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� ３７０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ５，９１０円 ３ 連 単 ��� ４７，３４０円

票 数

単勝票数 計 １１７８２３ 的中 � ２３５３１（２番人気）
複勝票数 計 １７９５９７ 的中 � ３６８８８（１番人気）� １００５４（７番人気）� ３２６３６（２番人気）
枠連票数 計 ８９７５１ 的中 （２－４） ６１０１（３番人気）
普通馬連票数 計 ２６２２７１ 的中 �� ４９５５（１４番人気）
馬単票数 計 １９１２９１ 的中 �� ２１５４（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２３１３７ 的中 �� ２２６３（１４番人気）�� ９３３４（１番人気）�� ２１８３（１５番人気）
３連複票数 計 ３７２５２５ 的中 ��� ４６５７（１４番人気）
３連単票数 計 ５５２９０２ 的中 ��� ８６２（１２７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１１．８―１２．５―１２．８―１２．５―１２．０―１２．４―１１．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．４―３５．２―４７．７―１：００．５―１：１３．０―１：２５．０―１：３７．４―１：４８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．２
１
３

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

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

エリモアクアポリス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．１．１０ 中京２着

２００６．２．９生 牝３鹿 母 レディーマーゴット 母母 Bold Lady １２戦２勝 賞金 ３０，５５０，０００円
※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 オルーロ号・ジーシーベン号・トドロキエンジェル号・ナナツダチ号・ナムラアウラ号・メイクデュース号・

ユキノマーヴェラス号
※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。



３０１０２１１月２１日 曇 稍重 （２１福島３）第９日 第６競走 ��
��１，１５０�サラブレッド系３歳以上

発走１２時３０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

４８ � ラビットマン 牡４鹿 ５７
５４ ▲丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新冠 松田 富士夫 ５４２＋ ４１：０９．１ ２．２�

２４ ラスカルデューク 牡６鹿 ５７ 古川 吉洋 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４４８－ ２１：０９．２� １２．２�

７１４ ユ メ イ ッ ポ 牝４栗 ５５ 赤木高太郎昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４８０－ ６１：０９．３	 ７．１�
７１３ スターサイクル 牡３鹿 ５６ 的場 勇人星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４７４＋ ２１：０９．４	 ４４．０�
８１５ キミニムチュウ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太�グランド牧場 高松 邦男 新ひだか グランド牧場 B４５６－ ４１：０９．５� ３８．２�
６１１ オーミレイライン 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介岩� 僖澄氏 田島 良保 日高 幾千世牧場 ５０２± ０１：０９．６� ５１．９	
８１６
 エーシンリードオー 牝３黒鹿５４ 中舘 英二�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ４７４＋１０１：０９．７クビ ３７．６

６１２� マックスオネスティ �８黒鹿５７ 木幡 初広田所 英子氏 牧 光二 門別 天羽牧場 ４８２＋ ６ 〃 クビ ５７．９�
１２ � ビッグジャンパー 牡３栗 ５６ 柴山 雄一宮田 直也氏 藤原 辰雄 新冠 川上 悦夫 ４４２＋ ６ 〃 ハナ ２５０．６�
５１０ シルキーキュート 牝５黒鹿５５ 武士沢友治有限会社シルク保田 一隆 三石 タツヤファーム ５１２－ ２ 〃 ハナ ２０．０
２３ シゲルスペランツァ 牝４鹿 ５５

５４ ☆丸田 恭介森中 蕃氏 坪 憲章 静内 畠山牧場 ４２６－ ８１：０９．８� １９．３�
１１ 
 エリモシード 牡３芦 ５６ A．スボリッチ 山本 慎一氏 大久保龍志 米 Mr. & Mrs.

F. Gill Aulick ４９６± ０１：１０．３３ ５．０�
（独）

４７ カウンセラー 牡４芦 ５７
５６ ☆宮崎 北斗川上 哲司氏 目野 哲也 三石 久井牧場 ４５６＋ ８１：１０．８３ １２．２�

５９ ニシノシズル 牝４芦 ５５ 石橋 脩西山 茂行氏 清水 英克 鵡川 西山牧場 ４５０－ ２１：１０．９クビ ８２．５�
３６ ク ロ ヒ メ 牝３芦 ５４ 西田雄一郎加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７２－ ６１：１１．４３ ２１．６�
３５ 
 テラノフォースワン 牡５鹿 ５７ 松田 大作寺田 寿男氏 昆 貢 米 Foxfield B５３２＋ ２ 〃 クビ ７０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，９５４，７００円 複勝： １９，１２３，６００円 枠連： ９，５２８，８００円

普通馬連： ２５，７６４，４００円 馬単： ２１，５５７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２，８６９，５００円

３連複： ３７，３７８，０００円 ３連単： ６１，５４２，８００円 計： １９９，７１９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � ２３０円 枠 連（２－４） ６４０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� １，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ４００円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ２，４８０円 ３ 連 単 ��� ９，４４０円

票 数

単勝票数 計 １１９５４７ 的中 � ４４０４９（１番人気）
複勝票数 計 １９１２３６ 的中 � ７２６４８（１番人気）� １５５４７（５番人気）� １６２８６（３番人気）
枠連票数 計 ９５２８８ 的中 （２－４） １１０８４（３番人気）
普通馬連票数 計 ２５７６４４ 的中 �� １９１０３（３番人気）
馬単票数 計 ２１５５７２ 的中 �� １１６２０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２８６９５ 的中 �� ９５７７（２番人気）�� ８３８０（３番人気）�� ２２７８（１４番人気）
３連複票数 計 ３７３７８０ 的中 ��� １１１３６（４番人気）
３連単票数 計 ６１５４２８ 的中 ��� ４８１６（８番人気）

ハロンタイム ９．４―１０．７―１１．２―１２．１―１２．４―１３．３

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．４―２０．１―３１．３―４３．４―５５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラビットマン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ジョリーズヘイロー

２００５．６．８生 牡４鹿 母 モリトスマイリー 母母 スマイリーカンナ ８戦１勝 賞金 １６，０００，０００円
地方デビュー ２００８．４．１１ 大井

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ベストフェット号
（非抽選馬） ２頭 メイショウシャオウ号・リネンピュア号
※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。



３０１０３１１月２１日 曇 稍重 （２１福島３）第９日 第７競走 ��２，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時００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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３０．２
２：２８．６

重

不良

６１２� ダンツクリスエス 牡３鹿 ５５ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 浦河 信成牧場 ５２４＋ ２２：３６．９ ４．４�

２４ ベルモントサーガ 牡３黒鹿５５ 中舘 英二 �ベルモントファーム 矢作 芳人 新冠 ベルモント
ファーム ５３８＋ ４２：３７．１１ ４．４�

８１６� スリーサンカリスマ 牡４鹿 ５７
５５ △荻野 琢真永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８０± ０２：３７．３１� ４．２�

４７ � マコトボムケッチ 牡４芦 ５７ 津村 明秀眞壁 明氏 武市 康男 様似 出口 繁夫 ５１６± ０２：３７．６１� １２．４�
７１３ ゴールデンハインド 牡３鹿 ５５ 後藤 浩輝吉田 和子氏 大竹 正博 早来 ノーザンファーム ５３０± ０ 〃 ハナ ５．５�
５９ トップオブパンチ 牡３鹿 ５５ 江田 照男横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４９６± ０２：３７．７� ３２．１	
５１０ メイショウロッコー 牡３栗 ５５ 吉田 豊松本 好雄氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ４９８＋ ２２：３８．４４ １５．６

４８ ジョウノガーベラ 牝５栗 ５５ 西田雄一郎小川 義勝氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 ４７０± ０２：３８．５クビ １０９．４�
３５ メルシーエイタイム 牡７鹿 ５７

５４ ▲池崎 祐介永井 康郎氏 武 宏平 静内 田中 裕之 ４８０＋ ４２：３８．７１� ８９．２�
３６ シャイニーキング 牡３鹿 ５５ 古川 吉洋小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４９６－１６２：３９．０１� ３１．２
６１１� ラ プ レ 牡４栗 ５７

５６ ☆丸田 恭介伊達 敏明氏 伊藤 圭三 門別 サンシャイン
牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ １４．４�

１１ ツカサゲンキ 牡３鹿 ５５ 長谷川浩大中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 日優牧場 ５００－ １２：３９．１� ３０．７�
８１５ マイネルアーバニタ 牡５栗 ５７ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ２２：３９．７３� ４２．１�
２３ メイショウフウリン 牝４栗 ５５ 松田 大作松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 ４５２－ ８２：４０．０２ ２１５．２�
７１４� ファンドリプライド 牡３栗 ５５ 難波 剛健水戸 富雄氏 高橋 成忠 新冠 パカパカ

ファーム ４６０＋ ４２：４０．６３� ２６６．８�
１２ � サクラインパルス 牡４青 ５７ 吉田 隼人�さくらコマース羽月 友彦 静内 西村 和夫 ４７４＋ ２２：４２．４大差 ４６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，０１８，９００円 複勝： １４，８５７，９００円 枠連： ８，６６３，１００円

普通馬連： ２４，１４８，９００円 馬単： １７，８５８，４００円 ワイド【拡大馬連】： １０，８３６，８００円

３連複： ３３，５３５，３００円 ３連単： ５２，６７５，１００円 計： １７２，５９４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（２－６） ５６０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� １，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ３１０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ５，７７０円

票 数

単勝票数 計 １００１８９ 的中 � １８３０６（２番人気）
複勝票数 計 １４８５７９ 的中 � ２４８６９（２番人気）� ３０９４４（１番人気）� ２４１９４（３番人気）
枠連票数 計 ８６６３１ 的中 （２－６） １１５５３（１番人気）
普通馬連票数 計 ２４１４８９ 的中 �� ２３８１９（２番人気）
馬単票数 計 １７８５８４ 的中 �� ７３５３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０８３６８ 的中 �� ９３６０（１番人気）�� ８６８４（３番人気）�� ８７１６（２番人気）
３連複票数 計 ３３５３５３ 的中 ��� ２４４１７（１番人気）
３連単票数 計 ５２６７５１ 的中 ��� ６７４５（６番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．０―１３．０―１２．９―１３．８―１３．８―１３．６―１２．８―１２．４―１２．７―１２．９―１４．２

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―２４．８―３７．８―５０．７―１：０４．５―１：１８．３―１：３１．９―１：４４．７―１：５７．１―２：０９．８―２：２２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５２．２―３F３９．８
１
�
・（４，１２）１３（２，６）１５，１（７，１６，１１）（８，１４，９）－（３，１０）－５・（４，１２）（１３，１１）－（６，１６，９）７，１（１５，１０）８－１４－（２，３）５

２
�

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

勝馬の
紹 介

�ダンツクリスエス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フォーティナイナー

２００６．４．５生 牡３鹿 母 マチカネテマリウタ 母母 アテナトウシヨウ １０戦１勝 賞金 １３，２００，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 キャッツテイル号・セトウチモモタロー号・ビバロングライフ号・ブリズデロートンヌ号・モアスマイル号・

レオプラズマ号
（非抽選馬） ４頭 クリーバレン号・ジョウノストーン号・チョイワルグランパ号・チリトテシャン号



３０１０４１１月２１日 曇 良 （２１福島３）第９日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３５分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

２２ ブルーモーリシャス 牡３青鹿５５ 上村 洋行 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４４６－ ４１：４８．８ ５．０�

５７ シンボリローレンス 牡４黒鹿５７ 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４８２± ０１：４９．０１� ３６．２�
７１１ ウエイクアイランド 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム ４９６＋１４ 〃 アタマ １９．２�
８１３ ダノンジュンコウ 牡５栗 ５７ 太宰 啓介�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ５２４－ ６ 〃 ハナ ２．８�
４６ トムウィンズ 牡４芦 ５７ 吉田 豊半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 B４８０＋１０ 〃 クビ １３．１�
７１２ ニシノシュテルン 牡４鹿 ５７ 村田 一誠西山 茂行氏 河野 通文 鵡川 西山牧場 ４９２＋ ８１：４９．１� ７．８	
６９ ベ ス ト ラ ン 牝３黒鹿５３ 石橋 脩本間 茂氏 柴田 政人 新冠 北星村田牧場 ４６０－１４ 〃 アタマ １５．０

６１０ ローレルエルヴェル 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４４２－ ６ 〃 アタマ ４２．３�
１１ シンセサイザー 牡４黒鹿５７ A．スボリッチ �キャロットファーム 畠山 吉宏 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ２ 〃 ハナ ２０．７�

（独）

８１４ バックハウス 牡３栗 ５５ 的場 勇人池谷 誠一氏 的場 均 三石 片山牧場 ４５６＋ ２１：４９．２クビ ７．７
３４ ウェザーサイド 牡３鹿 ５５ 鮫島 良太吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４５６－ ２１：４９．３� ２１．５�
３３ キングスデライト 牡５栗 ５７ 吉田 隼人 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム ５２８＋ ２１：４９．４クビ ３１．７�
５８ シュヴァイツァー 牡３青鹿 ５５

５４ ☆宮崎 北斗伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン
牧場 ５２４± ０ 〃 ハナ １６．１�

４５ アイディリック 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一加藤 徹氏 清水 利章 静内 キヨミネ牧場 ４６２＋ ２１：４９．５� １３５．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，８９１，７００円 複勝： ２１，８０１，６００円 枠連： １２，９９２，９００円

普通馬連： ２９，９７１，２００円 馬単： ２２，３７６，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，１４５，０００円

３連複： ４２，１４３，１００円 ３連単： ６８，９８８，１００円 計： ２２６，３０９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２１０円 � ７００円 � ６４０円 枠 連（２－５） ３，５８０円

普通馬連 �� ７，０５０円 馬 単 �� １０，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７５０円 �� １，６６０円 �� ６，１８０円

３ 連 複 ��� ４２，６１０円 ３ 連 単 ��� ２１９，４６０円

票 数

単勝票数 計 １３８９１７ 的中 � ２２１２４（２番人気）
複勝票数 計 ２１８０１６ 的中 � ３３６８０（２番人気）� ７２６３（１１番人気）� ８０１５（１０番人気）
枠連票数 計 １２９９２９ 的中 （２－５） ２６８２（１５番人気）
普通馬連票数 計 ２９９７１２ 的中 �� ３１３８（２９番人気）
馬単票数 計 ２２３７６０ 的中 �� １５７３（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４１４５０ 的中 �� ２０１３（２３番人気）�� ２１２２（２０番人気）�� ５５１（６７番人気）
３連複票数 計 ４２１４３１ 的中 ��� ７３０（１３５番人気）
３連単票数 計 ６８９８８１ 的中 ��� ２３２（７０９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．１―１２．６―１２．４―１２．１―１１．９―１１．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３６．０―４８．６―１：０１．０―１：１３．１―１：２５．０―１：３６．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーモーリシャス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．２４ 京都２着

２００６．３．３０生 牡３青鹿 母 エメラルドアイル 母母 アイリッシュダンス １３戦２勝 賞金 ２７，３００，０００円
〔制裁〕 ブルーモーリシャス号の騎手上村洋行は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（７番・１３番・１４番へ

の進路影響）
※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 ヴィーヴァシャトル号
※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。



３０１０５１１月２１日 曇 稍重 （２１福島３）第９日 第９競走 ��１，７００�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５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

７１２ ピサノドヌーヴ 牝４黒鹿５５ 太宰 啓介市川 義美氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４３４－ ２１：４７．４ ９．９�

７１３ ハードトゥセイ 牡４鹿 ５７ 鷹野 宏史金子真人ホール
ディングス� 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５２０－ ４１：４７．６１� １０．６�

６１０ ユニヴァースガイ 牡３栗 ５５ 柴田 善臣横瀬 兼二氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５００－ ６ 〃 アタマ ２６．５�
２２ ウインバイヘヴン 牡４栗 ５７

５４ ▲丸山 元気名古屋友豊� 領家 政蔵 静内 高橋 修 ４６０＋ ２１：４７．７クビ ４．８�
２３ ブルーシーズン 牡５栗 ５７ 安藤 光彰 �ブルーマネジメント嶋田 功 新冠 川上 悦夫 ４８０－ ２１：４７．８� ８９．６�
３５ トゥルーボーン 牡３鹿 ５５ 後藤 浩輝小池 憲章氏 土田 稔 静内 岡田 隆志 ５００－ ４１：４７．９� ６．２�
５８ テイエムカイザー 牡４栗 ５７ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 須崎牧場 ４９０＋ ２１：４８．１� ５．４	
４７ マルタカワンタッチ 牡４黒鹿 ５７

５５ △荻野 琢真�橋まゆみ氏 清水 美波 新冠 明和牧場 ５００＋ ２１：４８．３１� ４．６

５９ メルシーコバン 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋永井 康郎氏 湯窪 幸雄 浦河 大成牧場 B５１０＋ ６１：４８．５１� １２．６�
６１１ モリトキボウ 牡３栗 ５５ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 斉藤英牧場 ４６４－ ８１：４９．１３� ４０．５�
３４ シャドウランズ 牡４青鹿 ５７

５６ ☆宮崎 北斗山上 和良氏 柴崎 勇 平取 松崎 文彦 ４９８＋ ４ 〃 ハナ ６９．６
４６ � メイショウフェーヴ 牝４栗 ５５ 村田 一誠松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４４８－ ４１：４９．２� ２３．９�
１１ イーサンヘモス 	３青鹿５５ A．スボリッチ 国本 勇氏 松山 将樹 門別 新井 昭二 ４８０＋１４１：５０．４７ ４９．４�

（独）

８１４ ワイドヒリュウ 牡３鹿 ５５ 中舘 英二鋤元 節夫氏 松永 昌博 新ひだか 原 フアーム ４５８＋ ４１：５０．５クビ １５．０�
８１５� ミツアキトレジャー 牡６鹿 ５７

５４ ▲池崎 祐介山本 光明氏 二本柳俊一 静内 岡田牧場 ５４４＋ ８１：５３．８大差 ４７８．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，３３２，９００円 複勝： １９，１５６，６００円 枠連： １１，７３２，０００円

普通馬連： ３２，０５０，５００円 馬単： ２７，５４２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １４，０７４，０００円

３連複： ４６，６９６，４００円 ３連単： ７９，６１０，７００円 計： ２４３，１９５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ５３０円 � ３３０円 � ７３０円 枠 連（７－７） １０，４２０円

普通馬連 �� １２，６００円 馬 単 �� ２５，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，５７０円 �� ９，３７０円 �� ３，２５０円

３ 連 複 ��� ９６，８１０円 ３ 連 単 ��� ４６２，６２０円

票 数

単勝票数 計 １２３３２９ 的中 � ９８３３（５番人気）
複勝票数 計 １９１５６６ 的中 � ９２８５（８番人気）� １７０４９（５番人気）� ６４８５（１０番人気）
枠連票数 計 １１７３２０ 的中 （７－７） ８３１（２７番人気）
普通馬連票数 計 ３２０５０５ 的中 �� １８７８（４３番人気）
馬単票数 計 ２７５４２３ 的中 �� ７８７（８０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４０７４０ 的中 �� ７５８（４９番人気）�� ３６７（８０番人気）�� １０７５（４０番人気）
３連複票数 計 ４６６９６４ 的中 ��� ３５６（２２１番人気）
３連単票数 計 ７９６１０７ 的中 ��� １２７（１１６６番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．７―１１．４―１２．８―１３．６―１２．９―１３．０―１３．０―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．５―２８．９―４１．７―５５．３―１：０８．２―１：２１．２―１：３４．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピサノドヌーヴ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Slew o’Gold デビュー ２００８．５．３ 新潟１０着

２００５．３．２７生 牝４黒鹿 母 エ ル レ イ ナ 母母 エイプリルソネット ９戦２勝 賞金 １５，２３０，０００円
〔制裁〕 ハードトゥセイ号の騎手鷹野宏史は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番・１２番への進

路影響）
ウインバイヘヴン号の騎手丸山元気は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（３番・８番への進路影響）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミツアキトレジャー号は，平成２１年１２月２１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） ４頭 アルフェラッツ号・グロリアスウェザー号・コンプトゥス号・ピエナリリー号
※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。



３０１０６１１月２１日 曇 良 （２１福島３）第９日 第１０競走 ��
��１，２００�み ち の く 特 別

発走１４時４５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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４７ � フ ァ ル ク ス 牡４鹿 ５７ 宮崎 北斗永田 和彦氏 羽月 友彦 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ４１：０８．７ ７．５�

７１４ ステラーホープ 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 成隆牧場 ４３８－ ２ 〃 クビ ６．９�
３６ シャトルタテヤマ 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎辻 幸雄氏 武田 博 静内 藤沢牧場 ４６６－ ４１：０８．８クビ ２４．６�
５９ ナムラエクシード 牡３鹿 ５６ 津村 明秀奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４６６－２０ 〃 クビ ７９．０�
１２ エーブダッチマン 牡３栗 ５６ 吉田 豊 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 浦河 大北牧場 ４６８＋ ４１：０８．９クビ ５．９�
４８ ヴァイスハイト 牝５青鹿５５ 古川 吉洋 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４３８－１２１：０９．０� １２．２	
３５ ショウナンダンク 牡３芦 ５６ 中舘 英二�湘南 伊藤 大士 静内 神垣 道弘 ４９４＋ ２ 〃 クビ ４．０

２３ ケンブリッジエル 牡３黒鹿５６ 江田 照男中西 健造氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４８２－ ４１：０９．１� ２５．８�
６１１� シ テ ィ ボ ス 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 アラキフアーム ４７２＋ ２１：０９．３１	 １８．０�
８１５� メイショウカーター 牡６鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４５８－１８１：０９．４
 １５８．５
２４ フランシール 牝５栗 ５５ 的場 勇人岡田 牧雄氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４７６－ ４ 〃 ハナ ３６．２�
８１６� ロードバロック 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４２０－ ４１：０９．５� ７．２�
７１３ トキノムテキ 牡５黒鹿５７ 安藤 光彰中野 正則氏 大根田裕之 浦河 小倉牧場 ５０２± ０１：０９．９２� １２３．４�
１１ イーサンラヴ 牝５青鹿５５ A．スボリッチ 国本 勇氏 松山 将樹 門別 新井 弘幸 ４４４－１６１：１０．２１
 ４０．８�

（独）

６１２ キヲウエタオトコ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩小田切有一氏 佐々木晶三 門別 大江牧場 ４４６－１０１：１０．５２ ７．９�
５１０� ワンダーヘネシ 牡７鹿 ５７ 鮫島 良太山本 信行氏 阿部 新生 新冠 �渡 信義 ５２２－ ２１：１１．１３� １７８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，５８５，８００円 複勝： ２６，７３０，９００円 枠連： １６，０５１，１００円

普通馬連： ５２，４８８，４００円 馬単： ３４，９４７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４８８，２００円

３連複： ７０，０２１，６００円 ３連単： １２４，４４６，８００円 計： ３５９，７６０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２４０円 � ２７０円 � ６３０円 枠 連（４－７） １，４３０円

普通馬連 �� ２，３８０円 馬 単 �� ５，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� ２，６６０円 �� ３，２７０円

３ 連 複 ��� １８，４５０円 ３ 連 単 ��� ９５，７７０円

票 数

単勝票数 計 １５５８５８ 的中 � １６３７７（５番人気）
複勝票数 計 ２６７３０９ 的中 � ３２８７２（２番人気）� ２７６９４（４番人気）� ９６１９（９番人気）
枠連票数 計 １６０５１１ 的中 （４－７） ８３２０（６番人気）
普通馬連票数 計 ５２４８８４ 的中 �� １６３０１（９番人気）
馬単票数 計 ３４９４７７ 的中 �� ５１５５（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４８８２ 的中 �� ５５３３（７番人気）�� １７７４（３６番人気）�� １４３３（４３番人気）
３連複票数 計 ７００２１６ 的中 ��� ２８０２（６９番人気）
３連単票数 計１２４４４６８ 的中 ��� ９５９（３４３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１０．９―１１．５―１１．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．６―４５．１―５６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３５．１
３ ・（２，５）（３，４，６，１２）（７，１３）１４，９，８（１０，１６）（１５，１１）－１ ４ ・（２，５）（３，６，１２）（４，７，１３）（９，１４）８（１５，１６，１１）１０－１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�フ ァ ル ク ス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス

２００５．２．１８生 牡４鹿 母 ディアボレッサ 母母 デビルズブライド １３戦３勝 賞金 ４０，２８０，０００円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ターニングポイント号・プラチナムペスカ号・ブルーミンバー号
（非抽選馬） １頭 タマニューホープ号
※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。



３０１０７１１月２１日 曇 良 （２１福島３）第９日 第１１競走
第４５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，２０．１１．２２以降２１．１１．１５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 ５６７，０００円 １６２，０００円 ８１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

３６ サニーサンデー 牡３栗 ５１ 吉田 隼人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４８４＋ ２１：５８．６ １４．６�

１１ トウショウシロッコ 牡６黒鹿５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４８０＋ ８ 〃 クビ ９．３�

８１６ トーセンクラウン 牡５鹿 ５３ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 三石 山際牧場 ４６２－ ２１：５８．８１ ３５．７�
２４ デストラメンテ 牡５芦 ５４ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４６０± ０１：５８．９� １７．６�
７１４ サクラオリオン 牡７黒鹿５７ 秋山真一郎�さくらコマース池江 泰郎 静内 新和牧場 ４７０＋ ２１：５９．１１� ６．５�
１２ トーセンキャプテン 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９０± ０ 〃 アタマ １０．９	
５１０ レッツゴーキリシマ 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣西村新一郎氏 天間 昭一 鵡川 貞広 賢治 ４８０＋ ６ 〃 ハナ ５．１

３５ リクエストソング 牡３鹿 ５３ 後藤 浩輝 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４９０－ ４ 〃 アタマ ６．３�
６１１ アルコセニョーラ 牝５黒鹿５４ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４３０－ ２１：５９．３� ９．５
５９ シャドウゲイト 牡７黒鹿５７．５ 中舘 英二飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５００＋ ４１：５９．４� １５．４�
８１５ ショウワモダン 牡５鹿 ５６ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５１６＋１０ 〃 ハナ ６０．６�
４７ ニルヴァーナ 牡６鹿 ５５ 村田 一誠 �社台レースホース池江 泰郎 追分 追分ファーム ４８２± ０１：５９．６� ４６．４�
７１３ マンハッタンスカイ 牡５黒鹿５７ A．スボリッチ �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 ５２６± ０ 〃 アタマ ９．０�
（独）

２３ ドリームフライト 牡５栗 ５１ 西田雄一郎吉田 勝己氏 福永 甲 早来 ノーザンファーム ４９６－ ２１：５９．７クビ ７１．０�
４８ ゼンノグッドウッド 牡６鹿 ５５ 武 幸四郎大迫久美子氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ５０６－１２ 〃 クビ ２４．５�
６１２ ヤマニンメルベイユ 牝７栗 ５４ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４７６± ０２：０１．３１０ ３５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５３，１２８，８００円 複勝： ７４，７３１，６００円 枠連： ６２，５８１，３００円

普通馬連： ３３３，７１６，４００円 馬単： １４６，４２６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ８９，０５０，５００円

３連複： ４２０，４０９，２００円 ３連単： ７０３，６７４，５００円 計： １，８８３，７１８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４６０円 複 勝 � ４８０円 � ３１０円 � ９１０円 枠 連（１－３） １，２３０円

普通馬連 �� ８，５００円 馬 単 �� １７，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４５０円 �� ５，８６０円 �� ５，２１０円

３ 連 複 ��� ９９，３２０円 ３ 連 単 ��� ４９７，４３０円

票 数

単勝票数 計 ５３１２８８ 的中 � ２８８１０（８番人気）
複勝票数 計 ７４７３１６ 的中 � ４１３００（８番人気）� ７１５０４（４番人気）� １９７２２（１３番人気）
枠連票数 計 ６２５８１３ 的中 （１－３） ３７８１２（６番人気）
普通馬連票数 計３３３７１６４ 的中 �� ２８９９５（３９番人気）
馬単票数 計１４６４２６２ 的中 �� ６１１８（８３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８９０５０５ 的中 �� ９０４４（３７番人気）�� ３７１８（７６番人気）�� ４１８５（６９番人気）
３連複票数 計４２０４０９２ 的中 ��� ３１２４（２９９番人気）
３連単票数 計７０３６７４５ 的中 ��� １０４４（１５６０番人気）

ハロンタイム １１．８―１１．１―１１．１―１１．６―１１．９―１２．３―１２．４―１２．４―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１１．８―２２．９―３４．０―４５．６―５７．５―１：０９．８―１：２２．２―１：３４．６―１：４６．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サニーサンデー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１１．３０ 東京７着

２００６．３．２１生 牡３栗 母 サニークラッシック 母母 サニースイフト ９戦３勝 賞金 ７２，３３１，０００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 ダブルティンパニー号・ナイアガラ号・バトルバニヤン号・マイネカンナ号・レオマイスター号
※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。



３０１０８１１月２１日 曇 良 （２１福島３）第９日 第１２競走 ��
��１，２００�

い わ や

岩 谷 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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ５７４，０００円 １６４，０００円 ８２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１６� サラトガティプトン 牡５鹿 ５７ 木幡 初広櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米 Grade I
Bloodstock ４７２＋ ２１：０９．４ １２．１�

２４ � フレッドバローズ �３鹿 ５６ 秋山真一郎猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton
C. Jones ５００± ０１：０９．６１	 ２．７�

１１ 
 アイスカービング 牝５黒鹿５５ 大野 拓弥下河�行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４７４－ ４ 〃 クビ １２．９�
１２ トーホウカイザー 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹東豊物産� 高橋 裕 門別 長谷川 一男 ４８６－ ６１：０９．７� ５．１�
３６ ウインバンディエラ 牡３栗 ５６ 津村 明秀�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４６２＋ ４ 〃 アタマ １１．５�
７１３ マルセイユシチー 牝３栗 ５４ 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 富川田中牧場 ４４２± ０１：０９．８クビ １９．１	
６１２ ヴィーヴァサルーテ 牡３青 ５６ 中舘 英二芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２－ ２１：０９．９� ７．０

５１０ ティアップノブレス 牡３黒鹿５６ A．スボリッチ 田中 昇氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０＋１４ 〃 クビ ２０．４�
（独）

４８ マッキービーナス 牝５鹿 ５５ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 早来 吉田 三郎 ４２４± ０１：１０．０クビ ２５．０�
６１１ トーセンウーノ 牝３鹿 ５４ 難波 剛健島川 哉氏 高橋 成忠 新ひだか 岡田スタツド ４７８－ ６ 〃 クビ ６１．７�
３５ � ボタニカルアート 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人 �キャロットファーム 加藤 征弘 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４６４± ０１：１０．１クビ １２．４�
４７ 
 マックスドーズ �４栗 ５７ 太宰 啓介中西 功氏 谷原 義明 門別 出口牧場 ４５０＋ ３ 〃 クビ ９１．４�
５９ エフティアクトレス 牝４黒鹿５５ 村田 一誠吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４４８－ ６１：１０．２クビ ５６．９�
７１４ ショウナンアトム 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 木戸口 昌治 ４５４± ０ 〃 ハナ ６４．８�
２３ オースミビーナス 牝４鹿 ５５ 江田 照男�オースミ 菅原 泰夫 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４６０＋ ２１：１０．７３ ９１．５�
８１５� セ レ ス マ ン 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大岡 浩二氏 笹田 和秀 米 Audley Farm ５００－ ２１：１１．２３ １７６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１３８，５００円 複勝： ２７，４０９，０００円 枠連： １５，７７６，７００円

普通馬連： ５３，１４８，５００円 馬単： ３４，０９７，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，７５９，２００円

３連複： ６９，３５４，２００円 ３連単： １３８，８９４，２００円 計： ３７４，５７７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２１０円 複 勝 � ２８０円 � １４０円 � ３００円 枠 連（２－８） １，３７０円

普通馬連 �� １，４１０円 馬 単 �� ３，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� １，４００円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ４，５７０円 ３ 連 単 ��� ２９，４３０円

票 数

単勝票数 計 １７１３８５ 的中 � １１１８７（５番人気）
複勝票数 計 ２７４０９０ 的中 � ２２２５３（４番人気）� ６７９６９（１番人気）� １９８６７（６番人気）
枠連票数 計 １５７７６７ 的中 （２－８） ８５４４（６番人気）
普通馬連票数 計 ５３１４８５ 的中 �� ２７９７４（３番人気）
馬単票数 計 ３４０９７３ 的中 �� ６９５３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８７５９２ 的中 �� ６９９５（３番人気）�� ３１９７（１４番人気）�� ６２４８（５番人気）
３連複票数 計 ６９３５４２ 的中 ��� １１２０７（１０番人気）
３連単票数 計１３８８９４２ 的中 ��� ３４８４（６５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．３―１１．８―１１．１―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．３―３４．６―４６．４―５７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３４．８
３ ・（１２，１３）１６（６，１５）（４，７，１４，１１）５（１，９，１０）（３，８，２） ４ ・（１２，１３）（６，１６）（４，７，１４，１５）１１（１，５，９，１０）（８，２）３

勝馬の
紹 介

�サラトガティプトン �
�
父 Silver Ghost �

�
母父 El Gran Senor デビュー ２００６．１２．２４ 中山４着

２００４．４．１生 牡５鹿 母 Pia Bride 母母 Beaming Bride ２１戦２勝 賞金 ２９，４３５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 メイプルストリート号
（非抽選馬）１０頭 カフェアラジン号・クロスホーリー号・コクトー号・コスモジャイロ号・ジェヴォーナ号・ファーストメジャー号・

ホリノティアラ号・ポルタノーヴァ号・マルタカハンター号・ミサトバレー号
※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。



（２１福島３）第９日 １１月２１日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

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

２４３，３７０，０００円
１０，３００，０００円
２，２４０，０００円
２５，１００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，１９７，０００円
５，０３０，０００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
１７９，５２９，１００円
２７５，７１５，２００円
１７５，８３０，４００円
６５８，９９０，６００円
３８８，２３９，５００円
２２７，６７２，４００円
８６９，６３９，６００円
１，４５７，５１９，７００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 ４，２３３，１３６，５００円

総入場人員 １１，１２６名 （有料入場人員 ９，０５３名）




