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３２０４９１１月１７日 曇 良 （２４福島３）第５日 第１競走 ��１，７００�サラブレッド系２歳
発走９時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４６．３
１：４５．６

稍重

不良

５９ ブルーバレット 牝２黒鹿５４ 中舘 英二泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 ４５４－ ６１：４９．６ ３．４�

６１０ ヴ ェ リ ー ヌ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 杵臼牧場 ４３４－ ２１：４９．９２ ２５．６�
８１４ テンジンキヨモリ 牡２青鹿５５ 松山 弘平�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４６８－ ２１：５０．９６ ４．４�
２２ シャトーザール 牡２芦 ５５ 丸山 元気円城 幸男氏 根本 康広 日高 宝寄山 忠則 ４５６－ ２１：５１．２２ １９．５�
８１５ サイレンスバード 牡２鹿 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 ４８０＋２０１：５１．３クビ ２５．４�
５８ チェリッシュハート 牝２鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志中村 光利氏 岩戸 孝樹 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４３４＋１０１：５１．７２� ７８．９�

３５ ミスズブライアンズ 牡２栗 ５５ 高倉 稜永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 ４６２± ０１：５１．８� ６．６	
３４ ツクバヒタチオー 牡２青 ５５ 大野 拓弥荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０２± ０１：５１．９クビ ４．１

１１ マイネルテゾーロ 牡２栗 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 佐竹 学 ４６６± ０１：５２．１１� ７９．８�
４７ シャルパンテ 牡２栗 ５５

５２ ▲菱田 裕二岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか タイヘイ牧場 ４９４－ ４ 〃 アタマ ２３．９�
２３ ワイドワンダー 牡２鹿 ５５ 鮫島 良太幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 筒井 征文 ４８４＋ ４ 〃 ハナ １２９．５
７１２ ブラザーウインド 牡２栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人 �スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム B４８４＋１２１：５２．３１� ９．３�
６１１ セイウンコダシ 牡２栗 ５５ 村田 一誠西山 茂行氏 菅原 泰夫 浦河 高昭牧場 B４５６＋ ６１：５２．７２� １８６．２�
４６ ザジャズダンス 牡２黒鹿５５ 田中 博康平本 敏夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４６０＋１０１：５３．２３ １６０．４�
７１３ サクラトップカフェ 牝２鹿 ５４ 津村 明秀櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 浦河 桑田牧場 ４２４－ ２１：５３．７３ ５３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８，３６４，４００円 複勝： １４，４１９，３００円 枠連： ５，８１５，５００円

馬連： １７，５９０，１００円 馬単： １４，１０５，６００円 ワイド： ９，５２１，９００円

３連複： ２６，９２７，１００円 ３連単： ４３，３８６，６００円 計： １４０，１３０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � ５４０円 � １９０円 枠 連（５－６） ２，８００円

馬 連 �� ３，４００円 馬 単 �� ４，８４０円

ワ イ ド �� １，１１０円 �� ３６０円 �� １，４４０円

３ 連 複 ��� ４，６１０円 ３ 連 単 ��� ２９，７１０円

票 数

単勝票数 計 ８３６４４ 的中 � １９４７２（１番人気）
複勝票数 計 １４４１９３ 的中 � ２８８４８（２番人気）� ５１４７（８番人気）� ２２５５９（３番人気）
枠連票数 計 ５８１５５ 的中 （５－６） １５３８（１１番人気）
馬連票数 計 １７５９０１ 的中 �� ３８２０（１２番人気）
馬単票数 計 １４１０５６ 的中 �� ２１５４（１８番人気）
ワイド票数 計 ９５２１９ 的中 �� ２０１２（１２番人気）�� ７３０３（３番人気）�� １５３０（１９番人気）
３連複票数 計 ２６９２７１ 的中 ��� ４３１６（１５番人気）
３連単票数 計 ４３３８６６ 的中 ��� １０７８（８３番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．４―１２．３―１３．６―１３．８―１３．２―１２．７―１２．７―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．４―３０．７―４４．３―５８．１―１：１１．３―１：２４．０―１：３６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．３
１
３
９，１４（１０，１５）－（２，８，１２）（１，４）－（７，５）－（６，１１）－（３，１３）
９（１０，１４，１５，４）－８（２，５）（１，１２）（７，１３）（６，１１）－３

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

勝馬の
紹 介

ブルーバレット �
�
父 First Defence �

�
母父 Smart Strike デビュー ２０１２．８．１９ 札幌４着

２０１０．３．１２生 牝２黒鹿 母 エンゼルアーチ 母母 Maid’s Broom ４戦１勝 賞金 ７，４００，０００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 エルキュール号・テルミニスト号・ヤマイチコンコルド号

３２０５０１１月１７日 曇 良 （２４福島３）第５日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時１５分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

２２ シ ナ ル 牝４栗 ５５ 伊藤 工真加藤 信之氏 鹿戸 雄一 日高 有限会社
ケイズ ４７６－ ６１：４７．４ ８．０�

８１５ ラルシュドール 牝３鹿 ５３ 松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５２２＋１４１：４７．５� ４．３�

５８ ディアアプローズ 牝４鹿 ５５
５２ ▲菱田 裕二�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２＋ ２１：４７．７１� ２．５�

４６ シーズガレット 牝４栗 ５５
５２ ▲藤懸 貴志橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４６０± ０ 〃 クビ １０．２�

３４ タケデンサイレント 牝３鹿 ５３ 黛 弘人武市 弘氏 奥平 雅士 新ひだか 久米 和夫 ４６４＋１０１：４８．０１� １３．３�
３５ キングダンサー 牝４鹿 ５５ 丸山 元気菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 哲夫 ４７８－ ２１：４８．２１� １８．８	
１１ ウエスタンルーチェ 牝３黒鹿５３ 高倉 稜西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム ４３８－ ４１：４８．９４ ３６．５

８１４ メテオレイン 牝３鹿 ５３ 大野 拓弥亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４６０＋１４１：４９．０� １９．５�
４７ カルテブランシェ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一大塚亮一� 高橋 裕 浦河 杵臼牧場 ４８２－ ４１：４９．１クビ ５４．１�
６１０ オルレアンノオトメ 牝５鹿 ５５

５３ △嶋田 純次�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４７６＋ ４１：４９．２� ２７．０
２３ クールユリア 牝３鹿 ５３ 的場 勇人川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 ４９２＋１４１：４９．６２� １２３．４�
５９ タンゴグラチア 牝３鹿 ５３ 津村 明秀諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３８－１０１：４９．８１� ２１．７�
７１３ ラブソネット 牝５鹿 ５５ 中舘 英二金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６６＋ ４１：５０．５４ １４．４�
６１１ ムジャウハラート 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲横山 和生�辻牧場 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 B４６０－１２１：５１．７７ １１２．５�
７１２� ペプチドタカラブネ 牝４芦 ５５

５２ ▲原田 和真沼川 一彦氏 新川 恵 新冠 大栄牧場 ４８０－ ２１：５２．０１� ３２６．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，５２０，９００円 複勝： １７，８１４，８００円 枠連： ５，９１７，１００円

馬連： １８，１４１，２００円 馬単： １３，１８２，２００円 ワイド： １０，６２０，８００円

３連複： ２７，０８０，７００円 ３連単： ４２，８８０，４００円 計： １４５，１５８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � １８０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（２－８） １，０６０円

馬 連 �� １，８３０円 馬 単 �� ４，６９０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� ３５０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，５００円 ３ 連 単 ��� １４，０５０円

票 数

単勝票数 計 ９５２０９ 的中 � ９４５３（３番人気）
複勝票数 計 １７８１４８ 的中 � ２３４６５（３番人気）� ２４０６２（２番人気）� ４５６８１（１番人気）
枠連票数 計 ５９１７１ 的中 （２－８） ４１４４（４番人気）
馬連票数 計 １８１４１２ 的中 �� ７３５４（５番人気）
馬単票数 計 １３１８２２ 的中 �� ２０７５（１５番人気）
ワイド票数 計 １０６２０８ 的中 �� ３５３２（５番人気）�� ７７７６（２番人気）�� １０４０４（１番人気）
３連複票数 計 ２７０８０７ 的中 ��� １３３５１（１番人気）
３連単票数 計 ４２８８０４ 的中 ��� ２２５３（２１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―２９．９―４２．５―５５．３―１：０７．９―１：２０．８―１：３４．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ナ ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．９．１１ 札幌３着

２００８．４．１４生 牝４栗 母 イブキスタイリスト 母母 アンバーネツクレス １７戦２勝 賞金 ３１，０９０，０００円
※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。
（非抽選馬） ４頭 アップルアヤ号・コーラルビュー号・ショウナンガーデン号・デステニーアロー号

第３回 福島競馬 第５日



３２０５１１１月１７日 曇 良 （２４福島３）第５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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

７１２ エリモサプライズ �５鹿 ５７ 松田 大作山本 敏晴氏 宮本 博 えりも エクセルマネジメント ５４２－ ４１：４７．０ ４．２�

４７ メイショウヤギュウ 牡３栗 ５５
５２ ▲菱田 裕二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７２＋ ４１：４７．６３� ７．９�

３５ ペガサスヒルズ 牡５栗 ５７ 津村 明秀吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 B４７４＋ ２１：４７．８１� ２．６�
５９ � レッドデセーオ 牝４栗 ５５ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ５０２－ ４１：４７．９	 ４．９�
５８ アイアンラチェット 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８２－ ８１：４８．０� ６２．１�
８１４ フェアリーガーデン 牝３鹿 ５３

５０ ▲杉原 誠人田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 ４３２－１６１：４８．１� ６２．４�
４６ � トーホウベスト 牡４鹿 ５７

５５ △西村 太一東豊物産� 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 ５０８＋ ６１：４８．２クビ ７７．７	
７１３ ヤマニンクラバット 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真土井 肇氏 佐藤 吉勝 浦河 廣田 伉助 ４９０＋ ２１：４８．５２ ２０３．９

６１０ シンボリプロント 牡３黒鹿５５ 松山 弘平シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 ４３８＋ ２１：４８．９２� １０．４�
３４ � マヤノポルカ 牝３鹿 ５３

５１ △嶋田 純次田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４１８－１０１：４９．０	 ５８．３�
６１１ クリアザウェイ 牝４黒鹿５５ 宮崎 北斗 社台レースホース栗田 博憲 安平 追分ファーム ４８６－ ４１：４９．３１	 １４．２�
２２ ニシノサンタロウ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲横山 和生西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ５６２＋ ４１：４９．６１	 ２７．８�
１１ � マルターズタイム 牡５鹿 ５７ 丸山 元気藤田 在子氏 蛯名 利弘 日高 天羽 禮治 ４９０± ０１：４９．７クビ ６５．０�
２３ リッチフロー 牡４栗 ５７ 大野 拓弥池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４８０＋２４１：５０．０２ ５２．１�
８１５� ブリタニアブルー 牡５鹿 ５７ 高倉 稜 �ブルーマネジメント高橋 文雅 新冠 川上 悦夫 ４３６＋ ８１：５３．１大差 ３５０．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，７６９，４００円 複勝： １８，８４０，５００円 枠連： ６，１１５，３００円

馬連： １８，５２０，９００円 馬単： １３，６９３，８００円 ワイド： ９，９６９，８００円

３連複： ２６，０００，２００円 ３連単： ４５，９２５，２００円 計： １５０，８３５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � １３０円 枠 連（４－７） １，６１０円

馬 連 �� １，５９０円 馬 単 �� ２，９８０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ３２０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，７１０円 ３ 連 単 ��� １０，２３０円

票 数

単勝票数 計 １１７６９４ 的中 � ２２３６４（２番人気）
複勝票数 計 １８８４０５ 的中 � ３４４２６（２番人気）� ２１０２５（４番人気）� ４６３５６（１番人気）
枠連票数 計 ６１１５３ 的中 （４－７） ２８０４（８番人気）
馬連票数 計 １８５２０９ 的中 �� ８６３４（６番人気）
馬単票数 計 １３６９３８ 的中 �� ３３９９（１０番人気）
ワイド票数 計 ９９６９８ 的中 �� ４６０１（５番人気）�� ８４４５（２番人気）�� ４４５０（７番人気）
３連複票数 計 ２６０００２ 的中 ��� １１２７２（２番人気）
３連単票数 計 ４５９２５２ 的中 ��� ３３１５（１７番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１１．５―１２．９―１３．１―１２．５―１２．６―１２．４―１３．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．４―２９．９―４２．８―５５．９―１：０８．４―１：２１．０―１：３３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

エリモサプライズ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００９．１２．６ 阪神６着

２００７．２．１６生 �５鹿 母 エリモアリュール 母母 レディーシャノン ２４戦２勝 賞金 ２７，４４０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブリタニアブルー号は，平成２４年１２月１７日まで平地競走に出走できない。

３２０５２１１月１７日 曇 良 （２４福島３）第５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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

８１６ テーオートマホーク 牡２鹿 ５５ 津村 明秀小笹 公也氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ４６２－ ６１：１０．２ ５．０�

３５ ヴァレンティーネ 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 B４５２± ０１：１０．５１� １５．８�
８１５ カシノワルツ 牝２黒鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B４２４－ ４ 〃 クビ ２１．５�
１２ プリンシアルーナ 牝２鹿 ５４

５２ △嶋田 純次芳川 貴行氏 栗田 徹 平取 坂東牧場 ４２６－ ６１：１０．６クビ １６．１�
３６ ジャパンイモン 牝２栗 ５４ 黛 弘人井門 敏雄氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 ４３６＋ ２１：１０．７� １１．９�
５９ ファイアポイント 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人山上 和良氏 和田 正道 新ひだか 荒木 貴宏 ４５６＋ ６ 〃 ハナ ３７．７�
２４ ヒアルロンサン 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 ４３２－ ２ 〃 アタマ ５．４	
４８ ス タ ー ボ ウ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高橋 裕 新冠 タニグチ牧場 ４５０－ ２ 〃 ハナ ２４．０

４７ シゲルペガススザ �２黒鹿５５ 古川 吉洋森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 ４３６－ ２１：１０．８� ６．１�
７１４ コスモスターター 牝２栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム ４１８＋ ４１：１１．０１� １５．９�
５１０ ワ ン パ ン チ 牡２芦 ５５

５３ △西村 太一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４０２＋ ４１：１１．２１� ６．０
６１２ ナムラウンメイ 牡２鹿 ５５ 松田 大作奈村 信重氏 牧浦 充徳 日高 賀張三浦牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ １５２．２�
７１３ ブライトモーメント 牝２栗 ５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４３６± ０１：１１．３クビ １０９．８�
１１ カンタベリーサクラ 牝２鹿 ５４

５１ ▲平野 優峰 哲馬氏 佐藤 全弘 日高 高藤 茂 ４５２－ ６１：１１．５１� ２０５．８�
６１１ ダイメイバンダム 牝２鹿 ５４ 高倉 稜宮本 孝一氏 石栗 龍彦 青森 長谷地 義正 ４３２＋ ２ 〃 クビ ８１．１�
２３ エイコオムーン 牝２鹿 ５４ 木幡 初広木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４１６＋ ２１：１１．８２ ８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，０４２，４００円 複勝： １９，７１８，６００円 枠連： ８，９５０，９００円

馬連： ２１，６１７，５００円 馬単： １５，８６６，７００円 ワイド： １１，９０７，６００円

３連複： ３５，６７２，０００円 ３連単： ５０，８４３，４００円 計： １７５，６１９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２４０円 � ７６０円 � ５１０円 枠 連（３－８） １，５３０円

馬 連 �� ４，９１０円 馬 単 �� ８，７００円

ワ イ ド �� ２，６００円 �� １，４７０円 �� ５，８８０円

３ 連 複 ��� ３９，４７０円 ３ 連 単 ��� １１４，０５０円

票 数

単勝票数 計 １１０４２４ 的中 � １７５０８（１番人気）
複勝票数 計 １９７１８６ 的中 � ２５８６４（４番人気）� ６１４０（１１番人気）� ９６０４（９番人気）
枠連票数 計 ８９５０９ 的中 （３－８） ４３４３（８番人気）
馬連票数 計 ２１６１７５ 的中 �� ３２５２（２１番人気）
馬単票数 計 １５８６６７ 的中 �� １３４６（３３番人気）
ワイド票数 計 １１９０７６ 的中 �� １１２８（３６番人気）�� ２０４８（１７番人気）�� ４８９（６４番人気）
３連複票数 計 ３５６７２０ 的中 ��� ６６７（１３６番人気）
３連単票数 計 ５０８４３４ 的中 ��� ３２９（４４０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．５―１１．７―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．６―４６．３―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオートマホーク �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．８．１８ 札幌５着

２０１０．３．１７生 牡２鹿 母 ルックアミリオン 母母 ファストフレンド ３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ブロンドバレット号



３２０５３１１月１７日 雨 良 （２４福島３）第５日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時４０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

２：００．６
１：５９．９

良

良

１２ サンバジーリオ 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４９８± ０２：０２．０ ３．２�

１１ ネコタイショウ 牡２鹿 ５５ 西田雄一郎桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 ４２８－ ４２：０２．３１� １５．５�
８１６ ナイトブルーミング 牝２芦 ５４

５１ ▲杉原 誠人平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 ４４６± ０ 〃 クビ １４．５�
６１１ エーシンヴィガー 牡２鹿 ５５ 松山 弘平�栄進堂 高野 友和 浦河 小柳牧場 ４７４－ ６２：０２．７２� １７．５�
２３ ブ ラ ド ッ ク 牡２黒鹿５５ 鮫島 良太松田 整二氏 田島 良保 平取 びらとり牧場 ４４６－ ４ 〃 アタマ ５８．２�
３５ ロードクレセント 牡２芦 ５５ 津村 明秀 �ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム ４９０＋ ６２：０２．８クビ ７．７�
８１５ シャンピオナ 牝２栃栗５４ 木幡 初広 	サンデーレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ６２：０３．０１� ３３．３

２４ ウインフェロー 牡２鹿 ５５ 伊藤 工真�ウイン 尾関 知人 様似 小田 誠一 ４５８－ ４２：０３．１� ２６９．７�
４７ マイネルバランシン 牡２黒鹿５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 田原橋本牧場 ４７２＋ ４２：０３．２� ６９．３�
５１０ ダ イ コ ウ キ 牡２青鹿５５ 古川 吉洋橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム ５２０± ０２：０３．３クビ ６．２
６１２ プラサスティ 牡２栗 ５５ 宮崎 北斗山上 和良氏 加藤 和宏 新ひだか 由利 徳之 ４６４＋ ２２：０３．５１� ３４．４�
７１４ ダルメシアン 牡２青 ５５ 松田 大作本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 前田 宗将 ４６８－ ２２：０３．６クビ ９．７�
４８ テイエムオオワシ 牡２鹿 ５５ 高倉 稜竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 増本牧場 ４８６－ ４２：０３．７� １５３．５�
７１３ タイセイプリンス 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 白井牧場 ４５６－ ４２：０３．９１� ４．４�
５９ リュクスボヌール 牝２鹿 ５４

５２ △嶋田 純次田畑 憲士氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４２６－ ２２：０４．３２� ２３１．９�
３６ 	 ヴォルドニュイ 牝２黒鹿５４ 中舘 英二前田 幸治氏 角田 晃一 米 John C.

Oxley ４７６－１０２：０８．３大差 ３４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，１５０，１００円 複勝： ２２，２８４，５００円 枠連： ９，１０５，４００円

馬連： ２３，２２７，０００円 馬単： １７，７４１，４００円 ワイド： １３，３６３，６００円

３連複： ３４，２２６，２００円 ３連単： ５４，５１３，２００円 計： １８６，６１１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １７０円 � ５００円 � ４６０円 枠 連（１－１） ２，３９０円

馬 連 �� ２，３５０円 馬 単 �� ３，６８０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� １，０８０円 �� ４，４８０円

３ 連 複 ��� １１，７４０円 ３ 連 単 ��� ４６，７３０円

票 数

単勝票数 計 １２１５０１ 的中 � ３００９９（１番人気）
複勝票数 計 ２２２８４５ 的中 � ４５９４１（１番人気）� １００８３（８番人気）� １１０６８（７番人気）
枠連票数 計 ９１０５４ 的中 （１－１） ２８２３（１２番人気）
馬連票数 計 ２３２２７０ 的中 �� ７３１２（１１番人気）
馬単票数 計 １７７４１４ 的中 �� ３５５８（１２番人気）
ワイド票数 計 １３３６３６ 的中 �� ４７９０（６番人気）�� ３０８５（１２番人気）�� ６９９（５０番人気）
３連複票数 計 ３４２２６２ 的中 ��� ２１５２（３５番人気）
３連単票数 計 ５４５１３２ 的中 ��� ８６１（１３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．３―３４．６―４７．５―１：００．７―１：１３．４―１：２５．１―１：３７．４―１：４９．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンバジーリオ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１２．９．２９ 中山７着

２０１０．３．１０生 牡２鹿 母 オスティエンセ 母母 オステアアンティカ ４戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔制裁〕 ロードクレセント号の騎手津村明秀は，１コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１４番への進路影響）

ナイトブルーミング号の騎手杉原誠人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（３番への進
路影響）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴォルドニュイ号は，平成２４年１２月１７日まで平地競走に出走できない。

３２０５４１１月１７日 曇 良 （２４福島３）第５日 第６競走 １，１５０�サラブレッド系３歳以上
発走１２時３０分 （ダート・右）

若手騎手，５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

５９ ワイキキブリーズ 牝５栗 ５５
５２ ▲藤懸 貴志折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ５０６－ ４１：０９．２ ６．６�

３５ ジツリキフォーティ 牡３黒鹿５６ 伊藤 工真河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 ４９０＋ ４ 〃 アタマ １０．６�
１１ トウカイチャーム 牡４栗 ５７

５５ △嶋田 純次内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム ４７８± ０１：０９．３クビ １．７�
８１６ ノボシャンパーニュ 牝５栗 ５５

５２ ▲原田 和真�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 B５２０± ０１：０９．６２ ２４．３�
４８ キタサンハヤブサ 牡４芦 ５７ 黛 弘人�大野商事 鹿戸 雄一 新ひだか 木田牧場 B５３２＋ ４１：０９．７� ２６．６�
５１０ モリトブイコール �４栗 ５７

５４ ▲横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 ４７６＋ ２１：１０．１２� １０．２	
３６ メイショウヒメユリ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲平野 優松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４２４＋ ２１：１０．２クビ １３．１

８１５ グローリーステップ 牝５鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人 �社台レースホース黒岩 陽一 安平 追分ファーム ４７０± ０１：１０．５２ ４５．８�
２３ � プラススキーラブ 牝３黒鹿５４ 小野寺祐太鈴木与四郎氏 高橋 祥泰 日高 船越牧場 ４４２± ０ 〃 クビ ５４．３�
１２ タイセイクインス 牝３青鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 ４７６＋ ４ 〃 ハナ ２４．５
７１３ ダイシンサーベル 牡７黒鹿 ５７

５５ △西村 太一大八木信行氏 吉田 直弘 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７８－ ２１：１０．６クビ ８５．８�

２４ � オンワードナスキー 牡３栗 ５６ 千葉 直人中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 ４５２－ ２ 〃 クビ ５６．０�
７１４� ウォーターメジャー 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲花田 大昂山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 B４７４－ ２１：１１．０２� ３０２．４�
６１２ ニシノショータイム 牡４鹿 ５７

５４ ▲山崎 亮誠西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 ４７２－２０１：１１．１� ３０．９�
６１１ ツクバヴァンクール 牡３鹿 ５６

５３ ▲長岡 禎仁細谷 武史氏 田中 清隆 日高 正和山本牧場 ４４４＋ ４１：１１．３１� ４１．０�
４７ キングスウィープ 牡６青鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 ４７０± ０１：１１．６１� １２８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，２３８，５００円 複勝： １９，７１０，８００円 枠連： ９，８４４，９００円

馬連： ２２，２７１，０００円 馬単： １８，０９３，０００円 ワイド： １１，２３０，６００円

３連複： ２８，３０２，１００円 ３連単： ５８，１０５，５００円 計： １７９，７９６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � １１０円 枠 連（３－５） ９８０円

馬 連 �� ３，５７０円 馬 単 �� ７，５８０円

ワ イ ド �� １，０４０円 �� ３００円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 ��� １８，２７０円

票 数

単勝票数 計 １２２３８５ 的中 � １４７３４（２番人気）
複勝票数 計 １９７１０８ 的中 � ２２３３０（３番人気）� ２３２７９（２番人気）� ８１７８９（１番人気）
枠連票数 計 ９８４４９ 的中 （３－５） ７４３６（３番人気）
馬連票数 計 ２２２７１０ 的中 �� ４６０４（１２番人気）
馬単票数 計 １８０９３０ 的中 �� １７６２（２３番人気）
ワイド票数 計 １１２３０６ 的中 �� ２３１６（１４番人気）�� １００８５（１番人気）�� ９１２４（２番人気）
３連複票数 計 ２８３０２１ 的中 ��� １２４６６（２番人気）
３連単票数 計 ５８１０５５ 的中 ��� ２３４８（４２番人気）

ハロンタイム ９．６―１０．９―１１．１―１２．０―１２．４―１３．２

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．６―２０．５―３１．６―４３．６―５６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイキキブリーズ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．７．２６ 小倉５着

２００７．３．５生 牝５栗 母 エターナルシャイン 母母 マークプロミス ２２戦２勝 賞金 ２７，５７０，０００円
〔制裁〕 ウォーターメジャー号の騎手花田大昂は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（４番・１３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 ツルオカハチマン号



３２０５５１１月１７日 曇 良 （２４福島３）第５日 第７競走 ��１，７００�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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

５９ ダークブレイズ 牡３黒鹿５５ 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ５４２－ ４１：４６．８ ６．４�

７１２ カネトシリープイン 牡４芦 ５７
５４ ▲藤懸 貴志兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 B４６８－ ６１：４６．９� ５．７�

８１４ セトノハリケーン 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 ５１８＋ ４１：４７．０� １０．７�
６１０ シ ュ ラ 牡３鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二西森 鶴氏 領家 政蔵 新ひだか へいはた牧場 ４７６－ ４１：４７．１� ３．４�
７１３ サンライズドバイ 牡４芦 ５７ 荻野 琢真松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４９０－ ２１：４７．７３� ２２．３�
６１１ シルバーレイショウ 牡３芦 ５５ 大野 拓弥池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２４＋ ６１：４７．８� ７．８�
４６ ダイビングキャッチ 牡５芦 ５７ 黛 弘人島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ４６２－ ４１：４８．８６ ３８．４	
１１ ダ ー リ ブ 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４５８＋ ４１：４９．２２� １０９．９

４７ � テーオーケンシン 牡５黒鹿５７ 丹内 祐次小笹 公也氏 吉村 圭司 浦河 谷口牧場 ４８０＋ ４１：４９．３� ６８．０�
８１５� エーシンルミナス 牝３鹿 ５３ 中舘 英二�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４６０－１４１：４９．４� ８．７
５８ � フォレストリーダー 牡４栗 ５７ 木幡 初広小野 博郷氏 土田 稔 新冠 赤石 久夫 B４８６－ ２１：４９．６１ ８２．４�
２２ コスモイフリート 牡５栗 ５７ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 B５１２＋ ２１：４９．８１� ８．２�
３５ � エクスプレミオン 牡４青鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 ４６０± ０１：５０．３３ ２０．１�
３４ � クールテツマル 牡４栗 ５７

５４ ▲山崎 亮誠川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 B４９８± ０１：５０．９３� ７９．５�
２３ ハ ロ ー タ マ 牝４鹿 ５５

５２ ▲原田 和真ニットー商事� 菊川 正達 新冠 斉藤 安行 B４５２＋１４１：５３．４大差 ２７０．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，２５４，３００円 複勝： ２０，６９５，９００円 枠連： ９，２１６，２００円

馬連： ２３，３２６，０００円 馬単： １５，９２６，２００円 ワイド： １２，８９３，９００円

３連複： ３４，３６５，５００円 ３連単： ５３，３５５，４００円 計： １８２，０３３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２１０円 � ２１０円 � ３００円 枠 連（５－７） １，２４０円

馬 連 �� １，４３０円 馬 単 �� ２，７３０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ９５０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ４，７６０円 ３ 連 単 ��� ２２，１４０円

票 数

単勝票数 計 １２２５４３ 的中 � １５０９６（３番人気）
複勝票数 計 ２０６９５９ 的中 � ２７８２６（２番人気）� ２７３１５（３番人気）� １６９１７（６番人気）
枠連票数 計 ９２１６２ 的中 （５－７） ５４９２（４番人気）
馬連票数 計 ２３３２６０ 的中 �� １２０９２（３番人気）
馬単票数 計 １５９２６２ 的中 �� ４３０７（４番人気）
ワイド票数 計 １２８９３９ 的中 �� ５８４２（３番人気）�� ３３２４（１１番人気）�� ２６８４（１４番人気）
３連複票数 計 ３４３６５５ 的中 ��� ５３３１（１１番人気）
３連単票数 計 ５３３５５４ 的中 ��� １７７９（４６番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．９―１１．１―１２．３―１２．９―１２．８―１３．２―１３．１―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．９―２９．０―４１．３―５４．２―１：０７．０―１：２０．２―１：３３．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダークブレイズ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１２．１．２１ 京都１２着

２００９．２．２１生 牡３黒鹿 母 ダイヤモンドクイン 母母 ハギノトツプレデイ ８戦２勝 賞金 １４，４００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハロータマ号は，平成２４年１２月１７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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アドマイヤトライ号・クオリティタイム号・ツクバヤマノオー号・トウカイノーマル号・マイネルガネーシャ号・

マンハッタンコード号・モンサンミーティア号・リルバイリル号・ルミナススカイ号
（非抽選馬） １頭 デルマエビス号

３２０５６１１月１７日 曇 良 （２４福島３）第５日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３５分 （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４７ フ ィ リ ラ 牝３栗 ５４ 松山 弘平 H.H．シェイク・ハムダン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４８＋ ６１：０９．１ ２０．７�

５９ レディオブパーシャ 牝４栗 ５５ 津村 明秀 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７４－ ２１：０９．３１� ４．４�

３６ ダノンエレガント 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４４４± ０１：０９．４� ６．１�
７１３ ミラクルピッチ 牝３黒鹿５４ 丸山 元気松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか 土居 忠吉 ４５６± ０１：０９．５クビ ４．５�
７１４ エランドール 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４４２＋ ２ 〃 クビ １４．２�
２３ ケイツーノース 牝５栗 ５５ 黛 弘人楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 ５０６± ０１：０９．６クビ ６．３	
２４ ミ ス ネ バ ー 牝３栗 ５４

５２ △西村 太一澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４６４－ ４ 〃 クビ １７．３

５１０ ダイヤモンドアスク 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲横山 和生廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４３８－ ２１：０９．７クビ １０．３�
３５ サトノレジーナ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム B４８６± ０１：０９．８� ３３．１�
８１６ リズミカルステップ 牝５栗 ５５ 大野 拓弥有限会社シルク栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 B４６８＋ ８ 〃 アタマ ６９．３
６１１� ブラックオーキッド 牝４青鹿５５ 宮崎 北斗山上 和良氏 堀井 雅広 浦河 カナイシスタッド ４６０＋ ２１：１０．０１� １６．９�
１１ フ ー リ ン 牝３栗 ５４ 中舘 英二�前川企画 須貝 尚介 平取 雅 牧場 ４７２＋ ２ 〃 クビ １９．４�
１２ � ラッシュトウショウ 牝４栗 ５５ 村田 一誠トウショウ産業� 小野 次郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４１２－１５１：１０．２１� １１０．１�
８１５ グランサンク 牝４栗 ５５ 伊藤 工真村木 隆氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 B４８０＋ ４１：１０．４１� ２５．０�
４８ � マ レ ン カ ヤ 牝４鹿 ５５ 田中 博康加藤 厚子氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４４６－１０１：１０．５� １３３．３�
６１２ カシノラピス 牝３栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４３６＋２０１：１０．８１� １８２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，５４４，６００円 複勝： ２１，４５７，１００円 枠連： １０，３７３，０００円

馬連： ２８，６８１，４００円 馬単： ２０，０９９，６００円 ワイド： １４，７１６，８００円

３連複： ４１，０６４，５００円 ３連単： ６７，３４０，１００円 計： ２１７，２７７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０７０円 複 勝 � ５８０円 � ２１０円 � ２２０円 枠 連（４－５） ３，８４０円

馬 連 �� ５，５７０円 馬 単 �� １１，６８０円

ワ イ ド �� １，９３０円 �� ２，２００円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １０，１２０円 ３ 連 単 ��� ８３，６７０円

票 数

単勝票数 計 １３５４４６ 的中 � ５１６４（１０番人気）
複勝票数 計 ２１４５７１ 的中 � ７９０７（１１番人気）� ３０１０４（２番人気）� ２９１４２（４番人気）
枠連票数 計 １０３７３０ 的中 （４－５） １９９４（１６番人気）
馬連票数 計 ２８６８１４ 的中 �� ３８０１（２５番人気）
馬単票数 計 ２００９９６ 的中 �� １２７１（５０番人気）
ワイド票数 計 １４７１６８ 的中 �� １７９５（２９番人気）�� １５７０（３６番人気）�� ８５９６（２番人気）
３連複票数 計 ４１０６４５ 的中 ��� ２９９５（３５番人気）
３連単票数 計 ６７３４０１ 的中 ��� ５９４（２６６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１０．９―１１．６―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．５―４５．１―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ィ リ ラ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Rahy デビュー ２０１２．３．３ 阪神６着

２００９．５．２０生 牝３栗 母 フラグラントオアシス 母母 Raahia ６戦２勝 賞金 １１，３００，０００円



３２０５７１１月１７日 曇 良 （２４福島３）第５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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

４８ � ウエストハーバー 牡４栗 ５７ 鮫島 良太加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook
Farm ５２８± ０１：１０．１ １３．２�

８１５ ドリームジェダイ 牡３栗 ５６ 大野 拓弥セゾンレースホース� 阿部 新生 新ひだか 片岡 博 ４８４＋１４ 〃 クビ １１．６�
５１０ ノボジュピター 牡６栗 ５７ 松山 弘平�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ １３．９�
２３ パライバトルマリン 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 浦河 津島 優治 ４９４＋ ２１：１０．２クビ ２０．４�
７１４� ロクイチスマイル 牝３芦 ５４ 村田 一誠栗本 博晴氏 奥平 雅士 新冠 川上 悦夫 ４８８＋ ２ 〃 アタマ ５２．５�
１２ トーセントレジャー 牡４鹿 ５７ 津村 明秀島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 ４９２－ ２ 〃 アタマ ５．８	
６１１ エーシングリズリー 牡３黒鹿５６ 高倉 稜�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 ４９０＋３０ 〃 アタマ ４５．６

３５ エ リ ク サ ー 牡３栗 ５６

５３ ▲横山 和生 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４６８＋ ２１：１０．５１	 ２６．１�
５９ サ ル ジ ュ 牡４芦 ５７ 古川 吉洋福島 実氏 岩戸 孝樹 新ひだか 佐竹 学 B５００± ０１：１０．６	 ４０．６�
７１３ トウショウハマー 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５６６－ ４ 〃 ハナ １４．９
４７ スノークラフト 牝３芦 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４５０－ ２１：１０．８１
 ３．１�
１１ � キングスクワート 牡５鹿 ５７ 伊藤 工真増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田 三千雄 ４９０＋１８１：１０．９� ２１２．６�
８１６ ベルストーリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二�樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 高岸 順一 B４８０－ ８ 〃 ハナ １９８．７�
３６ エ ゾ ム サ シ 牡３青鹿５６ 柴山 雄一瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 ４７０＋１６１：１１．２１	 １７８．７�
６１２� ケイアイヘルメス 牡４黒鹿５７ 中舘 英二 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 米 Morihiro

Kameda ５２８＋ ８１：１１．９４ ４．０�
２４ � サクラアニバーサリ 牡３鹿 ５６ 田中 博康�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 西村 和夫 ５０６＋ ４１：１３．０７ ２４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４８２，９００円 複勝： ２４，３９９，０００円 枠連： １１，００４，８００円

馬連： ３４，１１９，１００円 馬単： ２３，５７４，１００円 ワイド： １７，４３８，６００円

３連複： ４７，６３３，５００円 ３連単： ７９，７４０，８００円 計： ２５４，３９２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ３１０円 � ４８０円 � ３８０円 枠 連（４－８） １，６４０円

馬 連 �� １１，２７０円 馬 単 �� ２３，０２０円

ワ イ ド �� ３，３４０円 �� ２，４１０円 �� ２，３２０円

３ 連 複 ��� ３８，９３０円 ３ 連 単 ��� ２２５，４８０円

票 数

単勝票数 計 １６４８２９ 的中 � ９９０５（５番人気）
複勝票数 計 ２４３９９０ 的中 � ２２１４６（４番人気）� １２６７７（７番人気）� １７１９６（５番人気）
枠連票数 計 １１００４８ 的中 （４－８） ４９５３（７番人気）
馬連票数 計 ３４１１９１ 的中 �� ２２３５（３８番人気）
馬単票数 計 ２３５７４１ 的中 �� ７５６（７９番人気）
ワイド票数 計 １７４３８６ 的中 �� １２７９（４１番人気）�� １７８５（２９番人気）�� １８６３（２８番人気）
３連複票数 計 ４７６３３５ 的中 ��� ９０３（１２５番人気）
３連単票数 計 ７９７４０８ 的中 ��� ２６１（６８１番人気）

ハロンタイム ９．７―１０．９―１１．４―１２．３―１２．６―１３．２

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．７―２０．６―３２．０―４４．３―５６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．５―３F３８．１
３ ９（１１，１２）（２，１３）７（１，５，８，１５）１４（３，４）（１０，１６）６ ４ ９，１１（２，１２，１３）（７，５，８）（１，１５）（３，１０，１４）（１６，４）－６

勝馬の
紹 介

�ウエストハーバー �
�
父 Mr. Greeley �

�
母父 Vice Regent デビュー ２０１０．８．８ 小倉１２着

２００８．５．１３生 牡４栗 母 Harbor Springs 母母 Tinnitus ２２戦３勝 賞金 ４１，６７０，０００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 サーストンデンバー号・ヒカルランナー号・ヘンリーフォンテン号・ユーディドイット号・ワイルドジョイ号

３２０５８１１月１７日 曇 良 （２４福島３）第５日 第１０競走 ��
��２，０００�

だ て

伊 達 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 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ４７６，０００円 １３６，０００円 ６８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

５９ コスモバタフライ 牝４黒鹿５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 ４７２－１０１：５９．７ ７．０�

４８ � ステルミナート 牡３芦 ５５ 津村 明秀�辻牧場 田中 剛 浦河 辻 牧場 ４８０－ ２ 〃 クビ １７．１�
７１３ インプレザリオ 牡４栗 ５７ 村田 一誠青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４８４＋ ２１：５９．９１� ３．９�
１２ 	 アシュヴィン 牡３栗 ５５ 松山 弘平前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd ４５２＋ ２２：００．０クビ １２．９�
６１２ シャンボールフィズ 牝３鹿 ５３ 松田 大作 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４２０＋ ４２：００．２１
 ７．２�
１１ ガ ン セ 牝３鹿 ５３ 大野 拓弥西森 鶴氏 高木 登 新冠 隆栄牧場 ４９８＋１２２：００．３
 ２２．３�
３５ ナリタスカイ 牝３黒鹿５３ 高倉 稜	オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４１６＋１２２：００．４
 ９．２

５１０ トウカイクオーレ 牡３鹿 ５５ 丸山 元気内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 B４４６－ ２２：００．５クビ １３．５�
２４ サイレントクロップ 牝３青鹿５３ 杉原 誠人 	グリーンファーム 国枝 栄 千歳 社台ファーム B４９８－１４２：００．６� ７５．９�
７１４ レッドフォルツァ 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ ５．６
４７ ピタゴラスコンマ 牡３鹿 ５５ 中舘 英二�瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ５１４－ ２２：０１．１３ １６．４�
２３ ツインテール 牝４栗 ５５ 鮫島 良太山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４６６± ０２：０１．３１
 １９．４�
６１１ ドリームモモタロウ 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮セゾンレースホース	 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４８０＋ ４２：０１．４
 ３９．７�
８１６ ヒダカアルテミス 牝４栗 ５５ 木幡 初広�辻牧場 栗田 徹 浦河 辻 牧場 ４９２－ ４２：０１．７１� ６５．３�
８１５ ヴァンガード 牡３鹿 ５５ 古川 吉洋 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９２－１０２：０１．９１
 １１０．１�
３６ マイネルレイン 牡５鹿 ５７ 伊藤 工真 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 松浦牧場 ５１８－ ２２：０８．２大差 １８８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９８０，６００円 複勝： ３０，３６６，０００円 枠連： １５，７８６，１００円

馬連： ４２，１５２，８００円 馬単： ２６，５５４，１００円 ワイド： １９，５７８，６００円

３連複： ５８，５２９，４００円 ３連単： ９９，３３６，１００円 計： ３０９，２８３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２２０円 � ４８０円 � １８０円 枠 連（４－５） １，６５０円

馬 連 �� ６，３１０円 馬 単 �� １２，２９０円

ワ イ ド �� １，９８０円 �� ６４０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� ７，１２０円 ３ 連 単 ��� ６１，２００円

票 数

単勝票数 計 １６９８０６ 的中 � １９２６９（３番人気）
複勝票数 計 ３０３６６０ 的中 � ３８９８４（３番人気）� １３５５５（８番人気）� ５２７８３（１番人気）
枠連票数 計 １５７８６１ 的中 （４－５） ７０７５（８番人気）
馬連票数 計 ４２１５２８ 的中 �� ４９３７（３１番人気）
馬単票数 計 ２６５５４１ 的中 �� １５９５（５９番人気）
ワイド票数 計 １９５７８６ 的中 �� ２３５９（２９番人気）�� ７９３９（３番人気）�� ２９１６（１８番人気）
３連複票数 計 ５８５２９４ 的中 ��� ６０７１（１５番人気）
３連単票数 計 ９９３３６１ 的中 ��� １１９８（１６３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．２―１２．６―１２．９―１２．２―１１．９―１１．７―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．３―３４．５―４７．１―１：００．０―１：１２．２―１：２４．１―１：３５．８―１：４７．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモバタフライ �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．９．１８ 中山１着

２００８．２．１３生 牝４黒鹿 母 ブルーレインボウ 母母 アクティブリード １７戦３勝 賞金 ４７，８９１，０００円
〔制裁〕 ナリタスカイ号の騎手高倉稜は，発馬機内での御法について戒告。

レッドフォルツァ号の騎手柴山雄一は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）
〔その他〕 マイネルレイン号は，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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 コスモアネクドート号・コスモユウチャン号・サトノエンデバー号・テーオーダンシング号・ブルースビスティー号・

マコトカリバーン号・マルタカシクレノン号



３２０５９１１月１７日 小雨 良 （２４福島３）第５日 第１１競走 ��
��１，２００�河 北 新 報 杯

発走１５時２０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
河北新報社社長賞（１着）

賞 品
本 賞 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１５� リトルゲルダ 牝３芦 ５４ 松山 弘平栗山 良子氏 鮫島 一歩 米 Dapple
Bloodstock ４９２± ０１：０９．２ １７．２�

７１４ イ ト ク ク リ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 ５００－ ２１：０９．３� ９．０�
１２ ヤマニングルノイユ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４９８－ ８ 〃 アタマ １０．７�
４７ アルマリンピア 牝４鹿 ５５ 高倉 稜飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４７２－１０１：０９．４クビ ２．５�
２３ ケイアイユニコーン 牡３栗 ５６ 菱田 裕二 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田牧場 ４７８－ ４ 〃 アタマ ８．０�
３５ フローラルホール 牝４鹿 ５５ 松田 大作小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４７４± ０１：０９．５� １７．８�
８１６ コスモドロス 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ２１：０９．６クビ ２３．０

６１２ ドリームフォワード 牡５栗 ５７ 丸山 元気セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４４４－ ４１：０９．７� １２．９�
６１１ ウォンビーロング 牝５鹿 ５５ 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ４７６± ０１：０９．８クビ ４２．６�
７１３ テンエイエスプリ 牡５栗 ５７ 荻野 琢真熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４９０－ ４ 〃 クビ １３３．４
１１ ウネントリッヒ 牝５栗 ５５ 宮崎 北斗宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ １１９．３�
２４ トーセンムンク 牝３鹿 ５４ 嶋田 純次島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６０－ ２１：１０．２２	 ４８．３�
５１０ ツインクルスター 牝３栗 ５４ 津村 明秀岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド ４７０－１２ 〃 ハナ ５．３�
４８ シセイハヤテ 牡７鹿 ５７ 木幡 初広猪苗代 勇氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４６２－ ４１：１０．３� ６７．６�
５９ シンボリマルセイユ 牡５芦 ５７ 田中 博康シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B４８６－ ６１：１０．４	 ３１５．０�
３６ ダイナミズム 牝５鹿 ５５ 中舘 英二吉田 和子氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８＋ ４１：１１．５７ ３１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，１４３，４００円 複勝： ３５，９９８，９００円 枠連： ２０，９６４，９００円

馬連： ９１，１８９，８００円 馬単： ５０，７９７，６００円 ワイド： ３２，６７０，８００円

３連複： １２２，２５４，９００円 ３連単： ２２１，１２５，５００円 計： ６００，１４５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７２０円 複 勝 � ５４０円 � ２７０円 � ３５０円 枠 連（７－８） ２，５６０円

馬 連 �� ５，９２０円 馬 単 �� １５，５６０円

ワ イ ド �� １，８１０円 �� ２，６６０円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� ２６，４３０円 ３ 連 単 ��� １９４，５１０円

票 数

単勝票数 計 ２５１４３４ 的中 � １１５５４（７番人気）
複勝票数 計 ３５９９８９ 的中 � １５９８６（８番人気）� ３９３４７（３番人気）� ２７２２６（５番人気）
枠連票数 計 ２０９６４９ 的中 （７－８） ６０４８（１３番人気）
馬連票数 計 ９１１８９８ 的中 �� １１３７１（２５番人気）
馬単票数 計 ５０７９７６ 的中 �� ２４１０（５７番人気）
ワイド票数 計 ３２６７０８ 的中 �� ４４５０（２５番人気）�� ２９８６（３５番人気）�� ５４６７（１９番人気）
３連複票数 計１２２２５４９ 的中 ��� ３４１４（８７番人気）
３連単票数 計２２１１２５５ 的中 ��� ８３９（５７５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．２―１１．７―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．２―４５．９―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リトルゲルダ �
�
父 Closing Argument �

�
母父 Buddha デビュー ２０１２．６．２ 阪神１６着

２００９．３．２９生 牝３芦 母 Bijoux Miss 母母 Above the Odds ６戦３勝 賞金 ３３，９９２，０００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） ４頭 アポロノカンザシ号・シチリアーナ号・パワフルラリマー号・リネンパズル号
（非抽選馬） １頭 ハートランドノリカ号

３２０６０１１月１７日 小雨 良 （２４福島３）第５日 第１２競走 ��
��１，８００�

こ み ね じ ょ う

小 峰 城 特 別
発走１５時５５分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ５６０，０００円 １６０，０００円 ８０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

３６ タニノシュヴァリエ 牡３青 ５５ 菱田 裕二谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 ４９０＋ ６１：４７．６ ６０．０�

７１４ アップルジャック 牡４黒鹿５７ 木幡 初広藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ５２４＋ ２１：４７．８１� １５．７�
８１５ サトノレオパード 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１０＋ ８ 〃 ハナ ８．０�
４８ ゴールデンナンバー 牝３栗 ５３ 大野 拓弥池谷 誠一氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９０＋ ２１：４７．９� ３．４�
２４ カシノスターライト 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ５００－ ６１：４８．０	 １３．０�
６１１ マイネルヴェリタス 牡３栗 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 荻伏三好フ
アーム ４９４－ ６ 〃 アタマ １１．７�

４７ エアラーテル 牡３栗 ５５ 松田 大作 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 ４６２＋１４１：４８．１クビ １０．９	
５９ トーセンオーラ 牝３鹿 ５３ 中舘 英二島川 
哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド ４４０± ０ 〃 アタマ ５．６�
７１３
 サクライーグル 牡４栗 ５７ 嘉藤 貴行�さくらコマース高橋 文雅 新ひだか 西村 和夫 ４７６－ ２１：４８．３１	 ２６９．０�
５１０ ブルーイングリーン 牡３栗 ５５ 丸山 元気青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ２１：４８．４	 ５０．６
１１ ツルマルワンピース 牝４鹿 ５５ 藤懸 貴志鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ４９０＋ ８１：４８．６１� ６６．２�
６１２ デルマイザナミ 牝３鹿 ５３ 高倉 稜浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム ４５２＋２０ 〃 ハナ ９．９�
２３ ノ ー ブ リ ー 牡３鹿 ５５ 津村 明秀ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 ４６６＋ ４ 〃 ハナ ８１．３�
３５ マツリダジャパン �５青 ５７ 宮崎 北斗�橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ４６４＋ ２１：４８．７	 ７．６�
８１６
 エメラルブライト 牡４黒鹿５７ 鮫島 良太高橋 勉氏 加藤 敬二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４０－１３１：４９．５５ ２６４．９�
１２ ジ ェ イ ド 牡３芦 ５５ 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５３４＋ ６ 〃 ハナ ２５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６８１，５００円 複勝： ２７，３１３，９００円 枠連： １２，９１１，６００円

馬連： ４５，３５２，３００円 馬単： ２６，９２９，５００円 ワイド： ２０，２８２，０００円

３連複： ６４，４８１，６００円 ３連単： １１６，２１６，９００円 計： ３３１，１６９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，０００円 複 勝 � ８８０円 � ３３０円 � ３２０円 枠 連（３－７） ３，３７０円

馬 連 �� ３９，７１０円 馬 単 �� ６９，９８０円

ワ イ ド �� ７，８９０円 �� ６，２３０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ８１，２１０円 ３ 連 単 ��� ７９４，１５０円

票 数

単勝票数 計 １７６８１５ 的中 � ２３２３（１２番人気）
複勝票数 計 ２７３１３９ 的中 � ７２９０（１１番人気）� ２２８７１（７番人気）� ２３９７８（６番人気）
枠連票数 計 １２９１１６ 的中 （３－７） ２８３５（１８番人気）
馬連票数 計 ４５３５２３ 的中 �� ８４３（７３番人気）
馬単票数 計 ２６９２９５ 的中 �� ２８４（１３６番人気）
ワイド票数 計 ２０２８２０ 的中 �� ６２２（６８番人気）�� ７９０（６２番人気）�� ３９８９（１８番人気）
３連複票数 計 ６４４８１６ 的中 ��� ５８６（１９３番人気）
３連単票数 計１１６２１６９ 的中 ��� １０８（１４０８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．７―３５．７―４８．１―５９．８―１：１１．７―１：２３．９―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

タニノシュヴァリエ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１２．３．４ 阪神３着

２００９．２．１１生 牡３青 母 タニノクラリッジ 母母 タニノデザート ７戦２勝 賞金 １７，７６０，０００円
※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。
（非抽選馬） ４頭 エクスビート号・サトノオリオン号・ナスノシベリウス号・ホッコーアタック号



（２４福島３）第５日 １１月１７日（土曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８８頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１６２，３７０，０００円
５，１８０，０００円
２，０４０，０００円
１４，９２０，０００円
６３，５４８，０００円
４，８８８，０００円
１，８０４，８００円

勝馬投票券売得金
１６７，１７３，０００円
２７３，０１９，３００円
１２６，００５，７００円
３８６，１８９，１００円
２５６，５６３，８００円
１８４，１９５，０００円
５４６，５３７，７００円
９３２，７６９，１００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 ２，８７２，４５２，７００円

総入場人員 ８，０５１名 （有料入場人員 ５，６９９名）


