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3204911月16日 晴 良 （25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

611 ヴァイスヴァーサ 牝2栗 54
53 ☆菱田 裕二伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 446＋ 61：47．1 28．3�
58 デグニティクローズ 牡2鹿 55 川須 栄彦�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504＋181：47．31 26．1�
22 ドリームエルダー 牡2栗 55

52 ▲原田 和真セゾンレースホース� 根本 康広 豊浦 飯原牧場 468－161：47．72� 62．9�
713 ガ ラ パ ゴ ス 牡2鹿 55 津村 明秀石川 達絵氏 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 B484－ 21：48．23 11．1�
815 タイセイパラゴン 牡2鹿 55 吉田 隼人田中 成奉氏 浜田多実雄 新ひだか 石川 栄一 498＋ 41：49．15 3．6�
47 ワ イ マ ン 牡2栗 55

52 ▲伴 啓太井上 久光氏 柴田 政人 新冠 石郷岡 雅樹 500＋ 21：49．31� 54．2	
814 ミルキースマイル 牝2青鹿54 村田 一誠青山 洋一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 482－ 81：49．61	 3．5

35 ア タ リ ク ジ 牡2鹿 55 中舘 英二小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 464± 01：50．02� 5．4�
11 
 コスモソウルメイト 牡2青鹿 55

54 ☆中井 裕二岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 米 Gary L.
Chervenell 492＋ 21：50．21� 14．9�

59 カーライルシチー 牡2鹿 55
53 △杉原 誠人 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 新ひだか カタオカフアーム 444－ 21：50．3	 91．4

46 ミリオンブライト 牡2鹿 55 黛 弘人池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか 西川富岡牧場 496＋ 41：50．61	 85．0�
712 ドラゴンヘッド 牡2栗 55 高倉 稜田頭 勇貴氏 高橋 文雅 新ひだか 橋本牧場 478＋ 61：50．81� 8．6�
610 コスモチャイム 牡2黒鹿55 木幡 初広岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 市川フアーム 474± 01：50．9クビ 14．2�
34 マ イ ガ ー ル 牝2栗 54 柴山 雄一北村 和江氏 中野 栄治 日高 増尾牧場 432－ 81：51．0� 45．7�
23 ラ ブ ク ロ ス 牝2青鹿54 西田雄一郎オールラブクラブ 南田美知雄 浦河 北俣ファーム 438－ 41：51．95 116．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 8，316，100円 複勝： 14，993，900円 枠連： 7，089，000円
馬連： 18，185，100円 馬単： 13，060，600円 ワイド： 10，738，700円
3連複： 29，722，800円 3連単： 44，935，300円 計： 147，041，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，830円 複 勝 � 700円 � 710円 � 1，610円 枠 連（5－6） 8，870円

馬 連 �� 33，140円 馬 単 �� 83，820円

ワ イ ド �� 6，270円 �� 16，040円 �� 6，400円

3 連 複 ��� 359，600円 3 連 単 ��� 4，737，470円

票 数

単勝票数 計 83161 的中 � 2319（9番人気）
複勝票数 計 149939 的中 � 5811（8番人気）� 5718（9番人気）� 2349（12番人気）
枠連票数 計 70890 的中 （5－6） 590（22番人気）
馬連票数 計 181851 的中 �� 405（59番人気）
馬単票数 計 130606 的中 �� 115（132番人気）
ワイド票数 計 107387 的中 �� 423（51番人気）�� 164（80番人気）�� 414（52番人気）
3連複票数 計 297228 的中 ��� 61（323番人気）
3連単票数 計 449353 的中 ��� 7（2283番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―12．2―13．0―13．3―12．5―12．4―12．6―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―30．4―43．4―56．7―1：09．2―1：21．6―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァイスヴァーサ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．8．11 新潟中止

2011．4．6生 牝2栗 母 カレンダーガール 母母 パ ル ツ ェ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 グラスケリー号・サリレモンド号・シゲルエッチュウ号・ペイシャゴンジセ号
（非抽選馬） 1頭 プラウドワンダー号

3205011月16日 晴 良 （25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）

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

815 タイセイローマン 牡4鹿 57 吉田 隼人田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 500＋ 21：46．1 2．5�
47 ゴーイングベル 牡3芦 55

52 ▲城戸 義政田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 504＋ 41：46．84 11．7�
22 � エーシンユリシーズ 牡4栗 57 川須 栄彦�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 B522－ 8 〃 ハナ 5．9�
59 � ノアミラクル 牡3鹿 55 西田雄一郎佐山 公男氏 天間 昭一 日高 細川牧場 454－ 61：46．9クビ 83．3�
11 サクセスフルビッド 牡4黒鹿57 荻野 琢真�G1レーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 504± 0 〃 クビ 5．9�
712 グランデアリュール 牡3鹿 55 木幡 初広吉野 弘司氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 488± 01：47．11� 8．3	
58 パリーナチャン 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太
松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 454＋ 4 〃 クビ 150．3�
713 キョウエイショウリ 牡5黒鹿 57

55 △杉原 誠人田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 B474＋ 21：47．31� 28．9�
814 サンライズカラー 牡4鹿 57

56 ☆菱田 裕二松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 536＋ 61：47．72� 51．5
611 アンコールピース 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行吉田 照哉氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 502＋141：47．91� 193．9�
34 オメガファイター 牡3鹿 55

54 ☆横山 和生原 	子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 474－ 8 〃 クビ 22．5�
23 ゴールデンパピオン 牡3鹿 55 村田 一誠 �クイーンズ・ランチ 萱野 浩二 新冠 隆栄牧場 B498± 01：48．21
 26．8�
35 ユ ウ ヅ キ 牝3鹿 53 丸田 恭介
テシオ 小笠 倫弘 日高 モリナガファーム 450± 01：48．41� 15．2�
610 ネオザスティング 牝5栗 55 中舘 英二小林 仁幸氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 446－ 21：49．99 194．3�
46 � インキュベーター 牡3鹿 55 津村 明秀吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 B484－121：50．0� 12．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 10，182，600円 複勝： 19，904，700円 枠連： 6，579，000円
馬連： 16，813，200円 馬単： 12，836，000円 ワイド： 10，614，900円
3連複： 25，511，400円 3連単： 41，675，700円 計： 144，117，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 230円 � 190円 枠 連（4－8） 1，020円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 590円 �� 370円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 14，530円

票 数

単勝票数 計 101826 的中 � 32864（1番人気）
複勝票数 計 199047 的中 � 56738（1番人気）� 18353（5番人気）� 24065（3番人気）
枠連票数 計 65790 的中 （4－8） 4778（4番人気）
馬連票数 計 168132 的中 �� 8485（4番人気）
馬単票数 計 128360 的中 �� 3724（6番人気）
ワイド票数 計 106149 的中 �� 4431（5番人気）�� 7671（2番人気）�� 2510（12番人気）
3連複票数 計 255114 的中 ��� 8024（5番人気）
3連単票数 計 416757 的中 ��� 2117（26番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．9―42．5―55．5―1：08．2―1：20．9―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイローマン �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー 2011．11．6 東京6着

2009．5．13生 牡4鹿 母 タイランツフェイム 母母 フ ロ リ ン ダ 17戦2勝 賞金 31，516，000円
〔制裁〕 ユウヅキ号の騎手丸田恭介は，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。（被害馬：2番）
※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） 2頭 サンマルヴィエント号・ノヴェッロ号
（非抽選馬） 3頭 スズカヘリオス号・スリーフォスター号・メイショウシャイン号

第３回 福島競馬 第５日



3205111月16日 晴 良 （25福島3）第5日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10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
1：08．6
1：07．8

良
良

48 シニョリーナ 牝2青鹿54 吉田 隼人髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 458± 01：09．4 3．3�
11 アンジェリック 牝2鹿 54 伊藤 工真有限会社シルク大和田 成 浦河 杵臼牧場 454＋14 〃 クビ 3．8�
816 コスモワッショイ 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム B426＋ 21：09．82� 10．9�
510 シゲルサツマ 牡2黒鹿 55

52 ▲原田 和真森中 蕃氏 松永 康利 日高 高山 博 412－ 4 〃 クビ 236．9�
36 エタニティタイム 牝2栗 54

53 ☆横山 和生福島 祐子氏 黒岩 陽一 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 424± 0 〃 アタマ 6．4�

59 クライフォージョイ 牝2黒鹿54 津村 明秀 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新冠 山岡牧場 500＋ 2 〃 アタマ 13．5


815 キングガンホー 牡2鹿 55 丸山 元気 Him Rock Racing 上原 博之 新冠 競優牧場 B462－ 41：10．01� 8．8�
47 メリディアン 牝2栗 54 黛 弘人折手 邦雄氏 和田 雄二 新ひだか 折手牧場 408－ 21：10．1クビ 31．6�
612 マスソングウインド 牡2黒鹿55 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 490＋ 4 〃 クビ 49．5
714 ベガスターヒード 牡2黒鹿55 川須 栄彦池田 豊治氏 土田 稔 浦河 鮫川フアーム 464＋ 4 〃 ハナ 132．4�
713 ピッカピカヒメ 牝2青鹿54 柴山 雄一西村新一郎氏 日吉 正和 新ひだか 田原橋本牧場 414－101：10．2� 39．1�
35 バーンアウル 牝2鹿 54

53 ☆菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468－ 61：10．41� 8．7�

23 キ ラ リ 牝2黒鹿54 西田雄一郎田中 春美氏 嶋田 潤 新冠 細川農場 452－ 21：10．61� 111．9�
12 カミノアヴァロン 牝2鹿 54 村田 一誠村上 正喜氏 南田美知雄 浦河 北光牧場 438－101：10．91� 210．3�
611 メイソヴリン 牝2芦 54 中舘 英二千明牧場 松山 康久 新ひだか 千代田牧場 402＋ 2 〃 アタマ 26．7�
24 パンチショット 牝2鹿 54 高倉 稜 	ローレルレーシング 和田 正道 新冠 パカパカ

ファーム 454－101：12．39 118．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 10，431，600円 複勝： 18，975，300円 枠連： 7，668，500円
馬連： 18，601，300円 馬単： 12，827，600円 ワイド： 11，102，500円
3連複： 26，749，900円 3連単： 41，035，000円 計： 147，391，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 180円 � 240円 枠 連（1－4） 750円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 350円 �� 560円 �� 980円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 11，260円

票 数

単勝票数 計 104316 的中 � 25048（1番人気）
複勝票数 計 189753 的中 � 44299（1番人気）� 26687（2番人気）� 17289（5番人気）
枠連票数 計 76685 的中 （1－4） 7581（2番人気）
馬連票数 計 186013 的中 �� 14649（1番人気）
馬単票数 計 128276 的中 �� 6340（1番人気）
ワイド票数 計 111025 的中 �� 8624（1番人気）�� 4812（6番人気）�� 2603（12番人気）
3連複票数 計 267499 的中 ��� 5911（8番人気）
3連単票数 計 410350 的中 ��� 2691（9番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．1―11．7―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．0―45．7―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シニョリーナ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．10．13 東京3着

2011．2．15生 牝2青鹿 母 エヌティミラクル 母母 バ ラ ダ 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔制裁〕 エタニティタイム号の騎手横山和生は，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30，000円。（被害馬：15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウソブキアリク号・カシノワンダラー号・マイネルスコープ号

3205211月16日 晴 良 （25福島3）第5日 第4競走 ��
��2，000�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
2：00．6
1：59．9

良
良

24 タルトオポム 牡2黒鹿 55
54 ☆横山 和生窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 440－101：59．9レコード 3．4�

59 ストーリーセラー 牡2鹿 55 津村 明秀 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 516＋ 6 〃 クビ 31．1�
611 マーシャルシップ 牡2青鹿55 吉田 隼人前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 466± 02：00．0クビ 8．6�
12 マイネルアミークス 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 450＋ 22：00．31� 6．3�

48 ゴールドシェンロン 牡2栗 55 柴山 雄一田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 小倉 光博 454＋ 62：00．4� 15．3	
23 サムソンズシエル 牡2鹿 55 丸山 元気有限会社シルク伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 516－ 22：00．72 3．1

510 ミュゼエクスプレス �2栗 55 西田雄一郎髙橋 仁氏 大江原 哲 平取 坂東牧場 B482＋ 82：00．8クビ 186．7�
713 ヒカルマナムスメ 牝2鹿 54 中舘 英二髙橋 京子氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 416－ 4 〃 アタマ 18．8�
36 コスモメリー 牝2鹿 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 420－ 42：01．01	 22．8
11 ジンライムデザイア 牡2黒鹿55 高倉 稜飯田総一郎氏 鈴木 孝志 日高 千葉飯田牧場 464－ 22：01．42
 139．7�
47 エリーザベスト 牝2黒鹿54 川島 信二佐々木完二氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 508－ 82：01．5
 12．9�
612 コスモヘルム 牡2鹿 55 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 清水 英克 浦河 笹島 政信 446＋ 42：02．35 20．8�
714 エフティマルス 牡2鹿 55 木幡 初広吉野 英子氏 金成 貴史 白老 習志野牧場 488－ 62：02．4
 56．8�
35 グローバルメジャー 牡2栗 55

52 ▲伴 啓太永田 清男氏 谷原 義明 平取 原田 新治 B464± 02：02．5
 257．1�
816 コスモカイヤナイト 牝2栗 54 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 22：02．92
 183．8�
815 ア サ ク ラ 牝2芦 54

53 ☆菱田 裕二荒井 元明氏 和田 正道 日高 サンシャイン
牧場 484－182：03．85 91．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 11，940，600円 複勝： 23，166，700円 枠連： 8，189，600円
馬連： 19，868，500円 馬単： 13，666，300円 ワイド： 11，626，500円
3連複： 30，954，500円 3連単： 48，564，100円 計： 167，976，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 200円 � 930円 � 230円 枠 連（2－5） 2，880円

馬 連 �� 6，560円 馬 単 �� 11，660円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 800円 �� 3，750円

3 連 複 ��� 18，340円 3 連 単 ��� 95，070円

票 数

単勝票数 計 119406 的中 � 27796（2番人気）
複勝票数 計 231667 的中 � 35909（2番人気）� 5115（11番人気）� 29104（4番人気）
枠連票数 計 81896 的中 （2－5） 2102（12番人気）
馬連票数 計 198685 的中 �� 2236（25番人気）
馬単票数 計 136663 的中 �� 865（43番人気）
ワイド票数 計 116265 的中 �� 1455（27番人気）�� 3770（6番人気）�� 740（41番人気）
3連複票数 計 309545 的中 ��� 1246（57番人気）
3連単票数 計 485641 的中 ��� 377（285番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．1―12．7―12．8―12．5―11．8―11．9―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．7―33．8―46．5―59．3―1：11．8―1：23．6―1：35．5―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タルトオポム �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．20 新潟2着

2011．4．7生 牡2黒鹿 母 ガラディナー 母母 ディナータイム 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 コスモカパルア号・ピュアエクセル号



3205311月16日 晴 良 （25福島3）第5日 第5競走 ��1，150�サラブレッド系3歳以上
発走11時40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 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

24 ヒルノケアンズ 牝3黒鹿54 田中 健�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 464＋ 81：08．4 3．6�
714 エトルアンフルール 牝3栗 54 丸田 恭介村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 478＋ 21：08．71� 6．0�
23 カゼノサファイア 牝3青 54 津村 明秀深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 464－10 〃 ハナ 15．5�
713 ナムラビーム 牝4芦 55

53 △杉原 誠人奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 458－ 2 〃 クビ 3．3�
48 タイセイクインス 牝4青鹿55 川須 栄彦田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 466－ 4 〃 ハナ 9．8�
611� アルティメイト 牝4青鹿55 吉田 隼人アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 444－101：08．8� 9．5	
612 ホットサマーデイ 牝5鹿 55 高倉 稜藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 466－ 61：08．9クビ 19．6

11 アイネクライネ 牝3芦 54

53 ☆中井 裕二田島榮二郎氏 矢野 英一 浦河 有限会社
松田牧場 460－101：09．32� 17．2�

815� サザランディー 牝3黒鹿54 村田 一誠�村田牧場 鈴木 伸尋 新冠 村田牧場 466－ 4 〃 クビ 68．4
816� モルフェメアリー 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂並河賢一郎氏 大江原 哲 新ひだか 坂本 智広 452＋ 21：09．4クビ 495．7�
47 キタサンテンニョ 牝4黒鹿55 佐久間寛志�大野商事 鹿戸 明 新冠 樋渡 信義 464＋ 21：09．72 137．4�
59 サクラベリー 牝3鹿 54

53 ☆横山 和生�さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 新和牧場 462－ 81：09．91 20．6�
12 � ハイランドコンドル 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 416－ 31：10．11� 149．9�
510 フェブマルコ 牝3栗 54 丸山 元気釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 444＋12 〃 クビ 157．9�
36 ブライティアミル 牝3栗 54 的場 勇人小林 昌志氏 的場 均 新冠 清水 克則 448－ 81：10．3� 59．0�
35 ヤマニンジェルブ 牝3栗 54 中舘 英二土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 446＋121：11．25 35．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，075，700円 複勝： 21，762，000円 枠連： 9，337，500円
馬連： 23，245，800円 馬単： 14，911，000円 ワイド： 13，777，800円
3連複： 32，776，800円 3連単： 53，892，600円 計： 181，779，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 200円 � 340円 枠 連（2－7） 420円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 510円 �� 930円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 4，590円 3 連 単 ��� 18，380円

票 数

単勝票数 計 120757 的中 � 26498（2番人気）
複勝票数 計 217620 的中 � 48056（1番人気）� 28972（3番人気）� 13443（6番人気）
枠連票数 計 93375 的中 （2－7） 16749（1番人気）
馬連票数 計 232458 的中 �� 15380（3番人気）
馬単票数 計 149110 的中 �� 5402（4番人気）
ワイド票数 計 137778 的中 �� 7026（4番人気）�� 3613（10番人気）�� 2711（14番人気）
3連複票数 計 327768 的中 ��� 5281（10番人気）
3連単票数 計 538926 的中 ��� 2164（28番人気）

ハロンタイム 9．5―10．7―11．1―11．8―12．6―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．2―31．3―43．1―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒルノケアンズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2012．10．13 京都3着

2010．3．1生 牝3黒鹿 母 スルーザシーズン 母母 ビクトリーマッハ 12戦2勝 賞金 20，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オードゥルルド号・ハルシュタット号

3205411月16日 晴 良 （25福島3）第5日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時30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 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

816 ファンデルワールス �4鹿 57 川須 栄彦 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 492＋ 61：08．3 8．7�
12 ランパスキャット 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 492＋ 2 〃 ハナ 83．2�
35 ディザイラブル 牝4黒鹿55 丸山 元気�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント 422－ 2 〃 クビ 10．9�
47 ジャストザオネスト 牡3黒鹿 56

54 △杉原 誠人ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 484＋ 41：08．4� 27．6	

510 ベイビーイッツユー 牝3栗 54 木幡 初広 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 牧 光二 日高 白井牧場 456－ 41：08．5� 33．4


23 ライブリシュネル 牡3鹿 56 高倉 稜加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 468－ 6 〃 アタマ 26．2�
11 ツヨシノブルーム �4芦 57 川島 信二横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 480＋ 4 〃 アタマ 25．4�
24 グラントリノ 牝4栗 55 村田 一誠加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 432－ 81：08．71� 81．2
612 テーオートマホーク 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二小笹 公也氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 474－ 41：08．91� 2．1�
611 タニセンダイナスト 牡3鹿 56 石崎 隆之染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 杵臼牧場 458＋ 6 〃 クビ 68．8�

（船橋）

59 ブルーピアス 牝4栗 55 丸田 恭介田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 448－ 41：09．0� 5．6�
714	 ニュアージゲラン 牝4鹿 55 黛 弘人白井 岳氏 大久保洋吉 日高 碧雲牧場 462＋ 61：09．1
 12．7�
713 ロマネクイーン 牝3鹿 54 津村 明秀村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B458＋ 4 〃 クビ 18．5�
36 ナイキトリック 牝5鹿 55 伊藤 工真小野 誠治氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 21：09．31 131．5�
815 サクライスピラート 牡3鹿 56 吉田 隼人�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 468＋ 2 〃 ハナ 15．8�
48 スマイルゲート 牝4黒鹿 55

52 ▲原田 和真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 むかわ 上水牧場 436－ 61：09．51� 291．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，382，200円 複勝： 22，013，500円 枠連： 8，038，100円
馬連： 21，149，900円 馬単： 15，665，500円 ワイド： 12，762，300円
3連複： 31，621，400円 3連単： 56，860，300円 計： 180，493，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 360円 � 1，160円 � 300円 枠 連（1－8） 5，670円

馬 連 �� 25，550円 馬 単 �� 38，410円

ワ イ ド �� 5，500円 �� 2，130円 �� 5，930円

3 連 複 ��� 64，290円 3 連 単 ��� 574，840円

票 数

単勝票数 計 123822 的中 � 11328（3番人気）
複勝票数 計 220135 的中 � 17032（5番人気）� 4378（12番人気）� 21039（3番人気）
枠連票数 計 80381 的中 （1－8） 1047（21番人気）
馬連票数 計 211499 的中 �� 611（58番人気）
馬単票数 計 156655 的中 �� 301（102番人気）
ワイド票数 計 127623 的中 �� 567（57番人気）�� 1500（24番人気）�� 526（59番人気）
3連複票数 計 316214 的中 ��� 363（170番人気）
3連単票数 計 568603 的中 ��� 73（1240番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．2―11．4―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．6―45．0―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．7
3 ・（12，15，16）（9，13，14）1（7，6）（2，10）（4，3）11（5，8） 4 ・（12，16）15（9，1）（13，14）（7，6，10）（2，3）4（5，11）8

勝馬の
紹 介

ファンデルワールス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 グルームダンサー デビュー 2011．12．10 阪神13着

2009．4．20生 �4鹿 母 エアザイオン 母母 イ メ ン ス 17戦3勝 賞金 30，820，000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 エーティーガンダム号・デイジーバローズ号・デンコウスカイ号・ミスネバー号
※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。



3205511月16日 晴 良 （25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）

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

69 アルスマルカート 牡5栗 57
55 △杉原 誠人池田 正孝氏 矢作 芳人 新ひだか 矢野牧場 B466－ 61：45．7 3．6�

58 エーシンルクソール 牝4栗 55 田中 健�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 456－121：46．12� 8．1�
22 メテオーリカ 牝4黒鹿55 西村 太一吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 456＋ 61：46．31� 10．8�
11 � エルヘイロー 牡5黒鹿57 平野 優吉田 喬氏 二ノ宮敬宇 日高 髙橋 耀代 480－ 2 〃 アタマ 12．2�
57 � アルティメイトラブ 牝4黒鹿 55

54 ☆横山 和生 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 462－ 21：46．4クビ 6．3	
33 タニノセレナーデ 牝3黒鹿 53

52 ☆菱田 裕二谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 432± 0 〃 アタマ 21．6

814 ル ー 牡3鹿 55 伊藤 工真武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 前田 宗将 444－ 4 〃 アタマ 19．8�
712 シンボリスウィフト 牡4黒鹿 57

54 ▲花田 大昂シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 476＋ 41：46．61 16．8�
34 ゴールデンオブジェ 牡5栗 57

56 ☆中井 裕二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 472± 01：46．7� 19．3
813 ベストブライアン 牡3黒鹿55 大下 智岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 436＋ 61：46．8� 43．3�
711 メイショウソラーレ 牡3鹿 55

52 ▲伴 啓太松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 482－ 41：46．9� 4．0�
45 スーサンストリーム 牡6芦 57

54 ▲城戸 義政林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 468± 01：47．64 51．0�
46 キュウシュウソダチ 牡3鹿 55 菅原 隆一西村新一郎氏 蛯名 利弘 鹿児島 服部 文明 452－ 41：48．66 289．5�
610� ラ ノ ラ ラ ク 牝3栗 53

50 ▲原田 和真�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 バンダム牧場 472＋ 81：49．34 75．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 11，571，500円 複勝： 21，916，900円 枠連： 8，177，600円
馬連： 21，221，300円 馬単： 14，749，700円 ワイド： 12，359，800円
3連複： 31，658，000円 3連単： 52，326，000円 計： 173，980，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 190円 � 240円 � 330円 枠 連（5－6） 640円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 840円 �� 810円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 6，630円 3 連 単 ��� 27，300円

票 数

単勝票数 計 115715 的中 � 25857（1番人気）
複勝票数 計 219169 的中 � 35766（2番人気）� 23714（3番人気）� 15522（7番人気）
枠連票数 計 81776 的中 （5－6） 9492（3番人気）
馬連票数 計 212213 的中 �� 9762（4番人気）
馬単票数 計 147497 的中 �� 3766（5番人気）
ワイド票数 計 123598 的中 �� 3664（9番人気）�� 3838（7番人気）�� 2038（20番人気）
3連複票数 計 316580 的中 ��� 3527（16番人気）
3連単票数 計 523260 的中 ��� 1415（55番人気）

ハロンタイム 7．0―11．5―12．0―12．4―12．6―12．4―12．2―12．5―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―30．5―42．9―55．5―1：07．9―1：20．1―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルスマルカート �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 Cozzene デビュー 2010．12．19 中山13着

2008．4．6生 牡5栗 母 シークレットデスティニー 母母 Dramatrix 20戦3勝 賞金 28，320，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔制裁〕 ベストブライアン号の騎手大下智は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

3205611月16日 晴 良 （25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

713 シンジュボシ 牝3栗 54
52 △杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 484＋ 61：08．1 6．9�
510 トランドネージュ 牝4栗 55

54 ☆横山 和生 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム 484－ 41：08．2� 12．9�
714 エーシンエムディー 牝4黒鹿55 鮫島 良太�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 466－ 41：08．3� 2．3�
611 ダイワベスパー 牝4黒鹿55 丸田 恭介大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 434－ 4 〃 アタマ 12．6�
816 テイエムコウノトリ 牝4黒鹿55 柴山 雄一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 456＋ 4 〃 クビ 14．4	
59 エフティチャーミー 牝3鹿 54 木幡 初広吉野 英子氏 金成 貴史 平取 北島牧場 446＋ 8 〃 ハナ 208．0

612 サウンドアドバイス 牝3栗 54 高倉 稜加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 448－ 21：08．4クビ 30．9�
47 バーニングハート 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 442＋ 8 〃 クビ 24．5�
48 コナブリュワーズ 牝3黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 460－24 〃 ハナ 8．1
12 トーセンファースト 牝4芦 55 村田 一誠島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 490－ 4 〃 ハナ 170．7�
24 シンハディーパ 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 428－ 61：08．6� 5．7�
35 シ ュ ウ ギ ン 牝3鹿 54 吉田 隼人山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 432± 01：08．7� 52．2�
36 メイショウアキシノ 牝4鹿 55

54 ☆中井 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 436－121：08．8� 27．3�
11 タニノマイルストン 牝4栗 55 丸山 元気谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 438± 0 〃 ハナ 121．8�
23 タオルチャン 牝3栗 54 伊藤 工真加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 岡本牧場 422－ 2 〃 アタマ 137．0�
815� クリスチャンラヴ 牝5栗 55 田中 博康栗山 良子氏 土田 稔 日高 荒井ファーム 430－ 41：09．01� 540．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，363，700円 複勝： 31，889，400円 枠連： 10，107，000円
馬連： 31，579，400円 馬単： 20，910，300円 ワイド： 17，456，700円
3連複： 43，337，500円 3連単： 72，354，900円 計： 245，998，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 210円 � 250円 � 130円 枠 連（5－7） 1，010円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 7，250円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 410円 �� 530円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 30，730円

票 数

単勝票数 計 183637 的中 � 21054（3番人気）
複勝票数 計 318894 的中 � 35296（3番人気）� 26158（4番人気）� 94719（1番人気）
枠連票数 計 101070 的中 （5－7） 7412（4番人気）
馬連票数 計 315794 的中 �� 5166（18番人気）
馬単票数 計 209103 的中 �� 2131（28番人気）
ワイド票数 計 174567 的中 �� 4001（11番人気）�� 11316（2番人気）�� 8191（3番人気）
3連複票数 計 433375 的中 ��� 7872（10番人気）
3連単票数 計 723549 的中 ��� 1738（90番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―10．8―11．2―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．3―44．5―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．8
3 ・（4，10）（2，12，13）（7，16，14）5，9，3（8，11，6，15）－1 4 ・（4，10）（2，7，12，13，14）16（5，9）8（3，11，6）15－1

勝馬の
紹 介

シンジュボシ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．9．15 阪神3着

2010．4．16生 牝3栗 母 ツルマルオトメ 母母 メモリーズオブロニー 13戦2勝 賞金 25，270，000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 スーパーアース号



3205711月16日 晴 良 （25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

24 ミヤジエルビス 牡3青鹿56 丸山 元気曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 488－101：07．7 3．3�
612 ラフジェントリー 牡3黒鹿56 中舘 英二今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B476－ 61：08．44 7．5�
714 メイショウジビュス 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 460－ 41：08．61� 354．2�
11 � イッセキニチョウ 牡4鹿 57 岩部 純二山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 468－10 〃 ハナ 70．1�
59 ノボジュピター 牡7栗 57

56 ☆横山 和生�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 B468± 0 〃 クビ 11．8�
47 ジ ャ ベ リ ン 牡5栗 57

56 ☆菱田 裕二石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 496＋ 61：08．7� 34．4	
611� アースパイプ 牡4栗 57

55 △杉原 誠人窪田 康志氏 尾形 和幸 新ひだか 千代田牧場 B482＋ 21：08．91� 7．5

23 ヘイハチスカイ 牡4鹿 57 木幡 初広伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 460－ 6 〃 ハナ 18．6�
48 トウカイチャーム 牡5栗 57 吉田 隼人内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 474＋ 41：09．0	 4．5�
713 トウケイムーン 牡3栗 56 川島 信二木村 信彦氏 飯田 明弘 日高 下河辺牧場 478－101：09．1クビ 6．7
36 エ ゾ ム サ シ 牡4青鹿57 柴山 雄一瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 462－ 6 〃 クビ 59．9�
815 スズノライジン 牡4黒鹿57 丸田 恭介小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 512－121：09．3	 28．7�
35 ポーラーシェーン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行山下 恭茂氏 蛯名 利弘 浦河 山下 恭茂 456＋ 41：09．72� 323．2�
12 � スズカアーサー 牡4鹿 57 西村 太一永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 462－141：10．23 155．9�
816 エリモタフネス 牡3青鹿56 津村 明秀山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント 478－ 61：11．15 17．5�
510 バトルレジナ 牝3芦 54

51 ▲伴 啓太宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 秋田牧場 474＋ 41：11．31 77．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，854，900円 複勝： 28，078，500円 枠連： 11，068，700円
馬連： 33，269，500円 馬単： 24，200，800円 ワイド： 18，127，700円
3連複： 50，787，300円 3連単： 89，149，100円 計： 271，536，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 190円 � 320円 � 6，200円 枠 連（2－6） 580円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 620円 �� 15，010円 �� 23，330円

3 連 複 ��� 137，800円 3 連 単 ��� 398，740円

票 数

単勝票数 計 168549 的中 � 40699（1番人気）
複勝票数 計 280785 的中 � 50702（2番人気）� 22577（5番人気）� 907（16番人気）
枠連票数 計 110687 的中 （2－6） 14112（1番人気）
馬連票数 計 332695 的中 �� 19851（3番人気）
馬単票数 計 242008 的中 �� 8504（5番人気）
ワイド票数 計 181277 的中 �� 7871（5番人気）�� 285（82番人気）�� 183（94番人気）
3連複票数 計 507873 的中 ��� 272（221番人気）
3連単票数 計 891491 的中 ��� 165（854番人気）

ハロンタイム 9．3―10．6―11．0―11．8―12．3―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．3―19．9―30．9―42．7―55．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．8
3 16（7，10，12）－（4，8，13）（1，6，14）－11，9（2，5，15）3 4 ・（16，7，12）－（4，10，13）8（1，6，14）－（11，9）（2，5，15）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミヤジエルビス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．12．1 阪神1着

2010．2．21生 牡3青鹿 母 キャタラクト 母母 Queen Tutta 9戦2勝 賞金 23，610，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヴァルナビット号・ミッドナイトリバー号
（非抽選馬） 4頭 アスキットキング号・クラウンリバー号・クリスワールド号・ロードシュプリーム号

3205811月16日 晴 良 （25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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 553，000円 158，000円 79，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

35 ダノンフェニックス 牡5黒鹿57 吉田 隼人�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448－ 81：58．9 3．2�
36 シュピッツェ 牝4鹿 55 杉原 誠人吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 464－101：59．11� 32．7�
23 マイネルスパーブ 牡4鹿 57 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 41：59．31� 18．2�
11 ジェイケイネオ 牡3青鹿55 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 480－ 21：59．4� 4．2�
24 インプレザリオ 牡5栗 57 村田 一誠青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 494－101：59．5クビ 5．5�
48 テーオーレジェンド 牡4栗 57 菱田 裕二小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 512＋221：59．71	 23．9	
510 ベルゲンクライ 牡3芦 55 黛 弘人大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム B488± 0 〃 アタマ 16．4

713 トウショウプライド 牡3栗 55 二本柳 壮トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 506＋ 22：00．02 21．8�
816 プリュムローズ 牝4鹿 55 川島 信二野島 春男氏 高橋 亮 日高 野島牧場 442－202：00．1クビ 158．3�
815 タイセイグルーヴィ 牡4鹿 57 川須 栄彦田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 468± 0 〃 アタマ 6．4
611 マジックポスト 牡4青鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 454± 02：00．31	 25．7�
59 ヤマニンアルゴシー 牡3栗 55 中井 裕二土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 462± 0 〃 ハナ 20．4�
47 ガ ウ チ ョ 牡3鹿 55 高倉 稜阿部 幸暉氏 松山 将樹 浦河 桑田フアーム 476± 02：00．61
 87．8�
714 マイネルバランシン 牡3黒鹿55 丸山 元気 �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 490± 02：01．23� 66．4�
612 セルリアンレッド 牡6黒鹿57 田中 健�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 478± 02：02．26 148．5�
12 ラヴネヴァーダイズ 牝3鹿 53 田中 博康岡田 牧雄氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 418± 02：03．37 133．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，126，900円 複勝： 30，480，100円 枠連： 10，682，100円
馬連： 41，348，800円 馬単： 24，898，200円 ワイド： 17，913，500円
3連複： 56，341，900円 3連単： 94，432，000円 計： 292，223，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 700円 � 340円 枠 連（3－3） 4，980円

馬 連 �� 4，610円 馬 単 �� 7，920円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 810円 �� 4，900円

3 連 複 ��� 16，110円 3 連 単 ��� 81，420円

票 数

単勝票数 計 161269 的中 � 40076（1番人気）
複勝票数 計 304801 的中 � 63457（1番人気）� 9188（10番人気）� 21477（5番人気）
枠連票数 計 106821 的中 （3－3） 1585（20番人気）
馬連票数 計 413488 的中 �� 6621（17番人気）
馬単票数 計 248982 的中 �� 2321（29番人気）
ワイド票数 計 179135 的中 �� 3717（10番人気）�� 5645（7番人気）�� 861（53番人気）
3連複票数 計 563419 的中 ��� 2582（51番人気）
3連単票数 計 944320 的中 ��� 856（246番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．6―12．6―12．1―11．8―11．7―11．8―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．7―35．3―47．9―1：00．0―1：11．8―1：23．5―1：35．3―1：47．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ダノンフェニックス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Grand Lodge デビュー 2011．2．5 京都1着

2008．4．13生 牡5黒鹿 母 バ シ マ ー 母母 Bella Vitessa 19戦2勝 賞金 43，981，000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。
（非当選馬） 2頭 ソムニアシチー号・トミケンスラーヴァ号
（非抽選馬） 2頭 ブロードスター号・レッドファンタジア号



3205911月16日 晴 良 （25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 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

59 サトノヒーロー 牡4黒鹿57 柴山 雄一里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 524± 01：07．8 2．7�
612 ニコールバローズ 牝4黒鹿55 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 458＋141：07．9� 27．6�
12 ベストブルーム 牡6鹿 57 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 464－ 4 〃 アタマ 107．4�
815 クリノタカラチャン 牝3黒鹿54 横山 和生栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 416－ 4 〃 ハナ 9．7�
11 メイショウヒデタダ 牡4黒鹿57 黛 弘人松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 466－141：08．0クビ 20．1�
611 エクセレントピーク 牝5鹿 55 川須 栄彦飯田 正剛氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 474＋ 4 〃 クビ 52．4�
47 	 アステールネオ 牝3栗 54 石崎 隆之鈴木 伸昭氏 佐藤 賢二 新ひだか 静内山田牧場 464± 01：08．1クビ 6．5	

（船橋） （船橋）

23 サ ク ラ ベ ル 牝5栗 55 津村 明秀
さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 B492＋ 61：08．2� 21．7�
48 レヴァンタール 
4鹿 57 村田 一誠岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 444± 0 〃 アタマ 29．2�
36 � ケンブリッジヒーロ 牡5栗 57 丸田 恭介中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 470－10 〃 ハナ 12．9
24 ハワイアンシュガー 牡5黒鹿57 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 442＋ 21：08．3� 91．0�
816 シゲルオレンジ 牝4黒鹿55 中井 裕二森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 474± 01：08．51� 74．8�
35 アイティクイーン 牝5栗 55 川島 信二一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 500± 01：08．71 24．0�
713 グ レ カ ー レ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �スピードファーム和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 436－ 2 〃 アタマ 5．5�
714 ポピュラーストック 
5栗 57 高倉 稜 �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 490＋161：08．91� 23．8�
510 キネオリュウセイ 牡3黒鹿56 中舘 英二吉田 千津氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 468－ 4 〃 アタマ 13．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，010，300円 複勝： 39，439，400円 枠連： 23，502，800円
馬連： 89，356，900円 馬単： 50，523，400円 ワイド： 35，208，900円
3連複： 124，537，400円 3連単： 212，581，700円 計： 599，160，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 170円 � 690円 � 2，000円 枠 連（5－6） 1，910円

馬 連 �� 4，240円 馬 単 �� 6，850円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 5，390円 �� 22，870円

3 連 複 ��� 126，600円 3 連 単 ��� 432，200円

票 数

単勝票数 計 240103 的中 � 71115（1番人気）
複勝票数 計 394394 的中 � 89567（1番人気）� 12688（12番人気）� 4037（16番人気）
枠連票数 計 235028 的中 （5－6） 9128（8番人気）
馬連票数 計 893569 的中 �� 15559（16番人気）
馬単票数 計 505234 的中 �� 5450（21番人気）
ワイド票数 計 352089 的中 �� 5494（15番人気）�� 1596（62番人気）�� 372（118番人気）
3連複票数 計1245374 的中 ��� 726（296番人気）
3連単票数 計2125817 的中 ��� 363（1216番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．1―11．2―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．5―44．7―55．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．3
3 15，9，1，11（2，6，16）（12，13）3，10（7，14）8（4，5） 4 15，9，1，11（2，6，16）（12，13）3（7，10，14）8（4，5）

勝馬の
紹 介

サトノヒーロー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill デビュー 2011．7．9 函館6着

2009．3．15生 牡4黒鹿 母 サトノアマゾネス 母母 Prawn Cocktail 12戦4勝 賞金 36，649，000円
〔制裁〕 サトノヒーロー号の騎手柴山雄一は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・11番）
※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 パシオンルージュ号・ユールフェスト号
（非抽選馬） 7頭 アグネスマチュア号・エキナシア号・シゲルアセロラ号・ドリームフォワード号・ヤサカシャイニー号・

ヤマノレオ号・リアリティー号
※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。

3206011月16日 晴 良 （25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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：44．1

良
良

11 � ベリーフィールズ 牝5鹿 55 柴山 雄一 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 474＋ 21：47．8 44．7�
611 テイエムレンジャー 牡3鹿 55 菱田 裕二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 490± 0 〃 クビ 10．6�
816 マイネルグラード 牡5鹿 57 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 522－ 21：48．01 56．1�
36 エスユーハリケーン 牡3鹿 55 津村 明秀楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 472± 01：48．1	 3．5�
12 アルマディヴァン 牝3栗 53 吉田 隼人コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 472－ 8 〃 アタマ 5．8�
815 ノーヒッター 牡3黒鹿55 横山 和生島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 470＋ 21：48．2	 11．3	
59 ピタゴラスコンマ 牡4鹿 57 村田 一誠髙瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 518－ 2 〃 クビ 6．4

713 マイネルアルティマ 牡4芦 57 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 476＋ 21：48．3クビ 6．6�
23 ラスカルスピード 牡3鹿 55 高倉 稜永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 466＋ 6 〃 ハナ 13．7�
612 マ デ ュ ー ロ 牡3鹿 55 杉原 誠人多田 信尊氏 藤沢 和雄 日高 増尾牧場 484± 01：48．4クビ 16．1
48 
 トゥールモンド �3栗 55 西村 太一 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael

Verspieren 462＋ 2 〃 クビ 121．2�
510 ミライヘノカゼ 牡4鹿 57 丸田 恭介三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B478＋ 2 〃 ハナ 19．6�
714� ロ ゼ オ 牡4栗 57 伊藤 工真栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 白井牧場 486－ 61：48．61� 251．5�
35 � シークレットベース 牝5鹿 55 木幡 初広山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 448－ 41：48．7	 24．5�
24 シュリメジャー 牡3黒鹿55 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新冠 若林牧場 466± 01：49．97 45．2�
47 
 アプローチング 牡3栗 53 荻野 琢真窪田 康志氏 白井 寿昭 豪 Stud Consult-

ants Pty Ltd 490－ 41：50．64 121．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，835，500円 複勝： 36，008，400円 枠連： 15，135，900円
馬連： 53，881，800円 馬単： 30，057，400円 ワイド： 23，432，200円
3連複： 76，666，100円 3連単： 128，763，800円 計： 384，781，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，470円 複 勝 � 1，070円 � 360円 � 1，280円 枠 連（1－6） 1，480円

馬 連 �� 16，900円 馬 単 �� 32，820円

ワ イ ド �� 3，460円 �� 11，190円 �� 6，450円

3 連 複 ��� 160，290円 3 連 単 ��� 913，730円

票 数

単勝票数 計 208355 的中 � 3677（11番人気）
複勝票数 計 360084 的中 � 8408（11番人気）� 29519（5番人気）� 6930（13番人気）
枠連票数 計 151359 的中 （1－6） 7577（7番人気）
馬連票数 計 538818 的中 �� 2354（57番人気）
馬単票数 計 300574 的中 �� 676（112番人気）
ワイド票数 計 234322 的中 �� 1680（48番人気）�� 512（82番人気）�� 893（65番人気）
3連複票数 計 766661 的中 ��� 353（306番人気）
3連単票数 計1287638 的中 ��� 104（1753番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．4―12．8―12．5―11．7―12．0―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―35．7―48．5―1：01．0―1：12．7―1：24．7―1：36．1

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

�ベリーフィールズ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 Caerleon

2008．4．17生 牝5鹿 母 レディストロベリー 母母 Juniper Berry 14戦1勝 賞金 17，872，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 マイネルアルティマ号の騎手中井裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・10番）
マデューロ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10，000円。（被害馬：5番）
ピタゴラスコンマ号の騎手村田一誠は，決勝線手前で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：3番）
エスユーハリケーン号の騎手津村明秀は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番）

※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） 1頭 スナイプビッド号
（非抽選馬） 3頭 ダンツクロノス号・チアフルウェルカム号・ナスノシベリウス号



（25福島3）第5日 11月16日（土曜日） 晴 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

162，910，000円
6，840，000円
2，200，000円
15，000，000円
65，889，500円
4，888，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
173，091，600円
308，628，800円
125，575，800円
388，521，500円
248，306，800円
195，121，500円
560，665，000円
936，570，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 2，936，481，500円

総入場人員 8，265名 （有料入場人員 5，940名）
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