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3201311月6日 晴 良 （28福島3）第2日 第1競走 ��1，150�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
1：08．5
1：08．5

良
良

611 キンシノクリーン 牡2鹿 55
54 ☆�島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 土田農場 448＋ 21：10．3 2．0�

35 サンタアズライト 牡2栗 55 勝浦 正樹岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 8 〃 ハナ 2．7�
713 ア ク ト レ ス 牝2栗 54

52 △木幡 初也井山 登氏 竹内 正洋 新冠 シンユウフアーム 452－ 61：11．910 11．0�
814 ヴィクトリーパワー 牡2鹿 55

52 ▲森 裕太朗古賀 慎一氏 萱野 浩二 平取 川向高橋育
成牧場 440＋ 41：12．32� 34．6�

22 ハクユウマックス 牡2栗 55 菱田 裕二 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか 松田 一夫 486＋ 2 〃 アタマ 35．4�
815 ヤマタケシンバ 牡2鹿 55 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 410－ 41：12．4クビ 28．8	
23 ノボミリオンヌ 牝2鹿 54

53 ☆中井 裕二�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 454＋ 4 〃 クビ 11．4

712 カシノワンパンチ 牡2鹿 55 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 前川 隆則 476＋281：12．6� 173．3�
58 ドゥマイモナーク 牡2栗 55

53 △原田 和真城戸 恵子氏 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 446＋ 21：13．23� 106．7�
47 マルヨアマテル 牝2鹿 54 柴田 未崎野村 春行氏 梅田 智之 浦河 鈴木 武蔵 438－ 21：13．41� 17．7
610 シ ロ イ バ ラ 牡2栗 55 西村 太一�和田牧場 和田 正道 日高 スマイルファーム 480－101：13．5� 153．8�
46 ネ コ マ ル 牝2鹿 54

52 △井上 敏樹桐谷 茂氏 石栗 龍彦 新ひだか 鳥谷 勝彦 452－ 2 〃 クビ 114．4�
59 ムーンロック 牝2黒鹿54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B448± 01：13．81� 31．1�
34 アルタイルキララ 牝2青鹿54 宮崎 北斗島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 470± 0 〃 クビ 210．6�
11 テルルフォレスト 牝2栗 54

52 △伴 啓太 �荻伏服部牧場 竹内 正洋 浦河 荻伏服部牧場 440＋121：13．9� 77．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 13，349，800円 複勝： 19，765，900円 枠連： 8，101，100円
馬連： 31，132，400円 馬単： 20，026，400円 ワイド： 20，789，000円
3連複： 52，894，200円 3連単： 74，211，500円 計： 240，270，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 200円 枠 連（3－6） 260円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 160円 �� 410円 �� 580円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 2，720円

票 数

単勝票数 計 133498 的中 � 51119（1番人気）
複勝票数 計 197659 的中 � 82114（1番人気）� 42202（2番人気）� 12805（5番人気）
枠連票数 計 81011 的中 （3－6） 24108（1番人気）
馬連票数 計 311324 的中 �� 91213（1番人気）
馬単票数 計 200264 的中 �� 28772（1番人気）
ワイド票数 計 207890 的中 �� 43717（1番人気）�� 11301（4番人気）�� 7354（7番人気）
3連複票数 計 528942 的中 ��� 41580（3番人気）
3連単票数 計 742115 的中 ��� 19757（2番人気）

ハロンタイム 9．5―11．0―11．6―12．1―12．8―13．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．5―32．1―44．2―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キンシノクリーン �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．9．25 中山2着

2014．4．6生 牡2鹿 母 スイートカフェ 母母 オレンジカラー 3戦1勝 賞金 8，550，000円
※出走取消馬 ハヤブサザムライ号（疾病〔感冒〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スマートダフネ号

3201411月6日 晴 良 （28福島3）第2日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時20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
1：48．2
1：45．9

良
良

23 オールザゴー 牡2鹿 55
52 ▲坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 01：50．2 1．6�
816 ブラヴォバンビーノ 牡2鹿 55 津村 明秀 �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム 484＋ 61：50．41 4．0�
24 アルマシャール 牡2鹿 55

54 ☆�島 克駿コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 486± 01：50．82� 49．6�
47 パ ム ッ カ レ 牡2栗 55

53 △井上 敏樹 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 462± 0 〃 クビ 45．3�
713 ジェルファルレイ 牝2鹿 54 水口 優也 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 454－ 61：51．01	 34．3	
510 ハ ナ サ キ 牝2青 54 横山 和生鈴木 康弘氏 小野 次郎 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 460－ 41：51．53 44．2�
59 ウインポプリ 牝2鹿 54 丹内 祐次�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 450＋141：51．6� 10．0�
48 パトリヨティスム 
2鹿 55

52 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 むかわ 市川牧場 466± 01：51．81� 65．2
714 クイーンズスタイル 牝2鹿 54 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 448－ 2 〃 ハナ 9．6�
612 マースチェル 牝2栗 54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 21：51．9クビ 87．7�
815 マイネルグアンチェ 牡2黒鹿 55

53 △木幡 初也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 日高 下河辺牧場 460＋121：52．0� 96．5�

611 タ カ ラ ユ メ 牝2栃栗 54
53 ☆長岡 禎仁村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 398＋ 61：52．21� 379．4�

11 マジカルナンバー 牝2黒鹿54 勝浦 正樹池谷 誠一氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 420＋ 61：52．41	 56．1�
35 パーティーピーポー 牡2鹿 55 菱田 裕二諸江 幸祐氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 474＋ 61：52．82� 39．0�
12 ヴァニラエッセンス 牝2鹿 54 中谷 雄太 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 408＋161：53．54 179．4�
36 マイネルデュナミス 牡2芦 55 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 日高 竹島 幸治 486＋ 21：53．6クビ 343．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，128，300円 複勝： 66，310，800円 枠連： 9，275，000円
馬連： 31，718，300円 馬単： 20，945，300円 ワイド： 21，476，900円
3連複： 47，953，700円 3連単： 77，662，200円 計： 291，470，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 840円 枠 連（2－8） 350円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，040円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 8，720円

票 数

単勝票数 計 161283 的中 � 79365（1番人気）
複勝票数 計 663108 的中 � 513193（1番人気）� 42052（2番人気）� 3638（10番人気）
枠連票数 計 92750 的中 （2－8） 20018（1番人気）
馬連票数 計 317183 的中 �� 72163（1番人気）
馬単票数 計 209453 的中 �� 31256（1番人気）
ワイド票数 計 214769 的中 �� 35247（1番人気）�� 4627（11番人気）�� 2090（21番人気）
3連複票数 計 479537 的中 ��� 10374（8番人気）
3連単票数 計 776622 的中 ��� 6452（18番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．1―12．4―12．4―11．9―12．2―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．8―48．2―1：00．6―1：12．5―1：24．7―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．7
1
3

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

2
4

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

オールザゴー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．2 中山2着

2014．1．19生 牡2鹿 母 アルーリングボイス 母母 アルーリングアクト 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 オールザゴー号の騎手坂井瑠星は，1コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。（被害馬：16番・1

番・10番）
※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。
（非当選馬） 1頭 サクラサクコロ号

第３回 福島競馬 第２日



3201511月6日 晴 良 （28福島3）第2日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走10時50分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，000，000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
1：43．3
1：41．7

良
不良

57 トップノート 牝3栗 53 中谷 雄太水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 470－ 61：48．9 4．6�
710 シャンタルエット 牝4鹿 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 482－ 6 〃 クビ 13．9�
711 トラストマヴィア 牝3黒鹿53 荻野 琢真菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 488＋20 〃 ハナ 27．4�
813 コートシャルマン 牝4鹿 55

54 ☆�島 克駿 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 458＋ 21：49．11� 5．6�
69 ウェイアップハイ 牝3鹿 53

50 ▲藤田菜七子加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 454－ 21：49．52� 9．2�
812 ポ ロ ス 牝3鹿 53 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 464＋ 41：49．6	 44．8	
11 ダンツチェック 牝3鹿 53

50 ▲坂井 瑠星山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 498－ 21：49．7クビ 3．6

68 スイートガーデン 牝5鹿 55 岩部 純二田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 落合 一巳 486± 01：50．23 205．5�
45 エクストラペトル 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 6 〃 クビ 6．1�
22 
 ヤ マ ガ ー ル 牝6栗 55

53 △原田 和真西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 542＋101：50．3クビ 34．1
44 ピエノフィオレ 牝4黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 448－121：50．4� 58．5�

33 
 ミ ス ユ ー 牝3黒鹿53 横山 和生�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 448＋101：50．61 62．0�
56 シゲルメジロザメ 牝3鹿 53

50 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 454－ 8 〃 アタマ 8．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，345，000円 複勝： 24，022，200円 枠連： 8，160，000円
馬連： 32，546，500円 馬単： 16，694，200円 ワイド： 21，429，000円
3連複： 46，877，400円 3連単： 59，522，200円 計： 225，596，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 420円 � 810円 枠 連（5－7） 1，240円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 2，110円 �� 5，290円

3 連 複 ��� 31，000円 3 連 単 ��� 136，560円

票 数

単勝票数 計 163450 的中 � 28023（2番人気）
複勝票数 計 240222 的中 � 39677（2番人気）� 13840（7番人気）� 6506（9番人気）
枠連票数 計 81600 的中 （5－7） 5087（6番人気）
馬連票数 計 325465 的中 �� 10715（11番人気）
馬単票数 計 166942 的中 �� 2711（20番人気）
ワイド票数 計 214290 的中 �� 5093（12番人気）�� 2608（23番人気）�� 1017（50番人気）
3連複票数 計 468774 的中 ��� 1134（95番人気）
3連単票数 計 595222 的中 ��� 316（430番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―19．2―31．9―44．9―57．9―1：09．9―1：22．5―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F39．0
1
3
3（7，10）（5，6）9（1，11）2（4，13）（8，12）
2，7，10－（3，5，9）11，4，1（6，13）（8，12）

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

勝馬の
紹 介

トップノート �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2015．11．1 京都2着

2013．4．22生 牝3栗 母 カルチャートップ 母母 ジ ャ パ ン 10戦2勝 賞金 23，850，000円
〔制裁〕 トップノート号の騎手中谷雄太は，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：9番）
※スイートガーデン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3201611月6日 晴 良 （28福島3）第2日 第4競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時20分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム2：57．4良

11 サンディアタッチ 牝4黒鹿58 五十嵐雄祐飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 466± 03：02．2 2．3�
78 ル ー 牡6鹿 60 山本 康志武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 464－ 63：03．05 5．2�
33 テイエムオドロキ 牝5栗 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 池添 学 日高 テイエム牧場日高支場 466＋ 23：03．1� 9．5�
66 トーアヒミコ 牝3黒鹿56 石神 深一高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 444－103：03．31 19．7�
22 サトノバセロン �5青鹿60 蓑島 靖典里見 治氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 518＋ 63：04．04 14．6�
55 トーセンテレマーク 牡4青鹿60 金子 光希島川 	哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 486－ 43：04．85 17．8

810 スズカプリティー 牝5鹿 58 大庭 和弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 470－ 83：05．33 4．2�
44 クリスティアーノ 牝3青鹿56 草野 太郎井村誉志雄氏 清水 英克 新ひだか 平野牧場 446＋ 23：05．83 78．3�
89 エンカウンター 牡4鹿 60 浜野谷憲尚�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 532－ 63：06．86 16．4
77 イルミナーレ 牝3黒鹿56 高野 和馬�広富牧場 小桧山 悟 日高 広富牧場 430－ 63：07．12 26．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 13，093，600円 複勝： 14，330，900円 枠連： 7，390，400円
馬連： 24，361，900円 馬単： 15，987，000円 ワイド： 14，887，800円
3連複： 38，574，600円 3連単： 61，895，900円 計： 190，522，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 170円 � 190円 枠 連（1－7） 540円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 310円 �� 300円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 4，140円

票 数

単勝票数 計 130936 的中 � 45345（1番人気）
複勝票数 計 143309 的中 � 33895（1番人気）� 19840（3番人気）� 16561（4番人気）
枠連票数 計 73904 的中 （1－7） 10533（2番人気）
馬連票数 計 243619 的中 �� 28266（2番人気）
馬単票数 計 159870 的中 �� 11346（2番人気）
ワイド票数 計 148878 的中 �� 12977（3番人気）�� 13129（2番人気）�� 5299（9番人気）
3連複票数 計 385746 的中 ��� 21821（3番人気）
3連単票数 計 618959 的中 ��� 10816（4番人気）
上り 1マイル 1：47．0 4F 53．0－3F 39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
4－（9，1）2（8，10）5（3，6）7・（4，1）－9（2，3）8－10（6，5）＝7

2
�
4＝（9，1）－（2，10）5，8（3，6）－7
1－4－（2，3，8）－（6，9）5，10－7

勝馬の
紹 介

サンディアタッチ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．11．24 京都15着

2012．3．18生 牝4黒鹿 母 ミルフィアタッチ 母母 シジェームサン 障害：8戦1勝 賞金 14，250，000円
〔騎手変更〕 トーセンテレマーク号の騎手小野寺祐太は，第1日第4競走での落馬負傷のため金子光希に変更。
※出走取消馬 ウインスプラッシュ号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）



3201711月6日 晴 良 （28福島3）第2日 第5競走 ��
��1，700�サラブレッド系2歳

発走12時10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
1：45．0

稍重
良

611 パレスパラダイス 牡2栗 55 川島 信二西村 豊氏 山内 研二 新冠 芳住 鉄兵 498 ―1：52．1 12．8�
46 サンレイシンボル 牡2青鹿55 中谷 雄太永井 啓弍氏 高橋 義忠 平取 二風谷ファーム 476 ― 〃 クビ 5．3�
58 ロングバージョン 牡2鹿 55 勝浦 正樹 �スピードファーム小西 一男 新冠 スピードフアーム 460 ―1：52．42 13．3�
35 ローレルモナルカ 牡2青鹿55 黛 弘人 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 512 ―1：52．5� 24．9�
22 セイントヘレナ 牝2鹿 54 津村 明秀 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 514 ―1：52．82 7．2	
712 カルペディエム 牡2鹿 55 石橋 脩 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 470 ―1：52．9� 47．3

11 ミッキートーン 牡2鹿 55 川須 栄彦野田みづき氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 552 ―1：53．22 1．9�
47 ウィズザウインド 牡2鹿 55

53 △原田 和真街風 �雄氏 国枝 栄 安平 追分ファーム 506 ―1：53．62� 162．9
34 イ ッ カ ツ 牡2鹿 55 杉原 誠人松田 整二氏 新開 幸一 日高 野島牧場 544 ―1：53．7� 43．5�
713 セイユウロマンス 牝2鹿 54 丹内 祐次松岡 正二氏 加藤 和宏 厚真 大川牧場 480 ―1：53．91	 19．6�
23 ラ バ ブ ル 牝2鹿 54 岩部 純二小林竜太郎氏 中川 公成 浦河 上山牧場 464 ―1：54．0� 208．9�
814 ドゥエルインハート 牡2鹿 55 菱田 裕二飯田 正剛氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 474 ―1：54．1� 94．6�
815 ジュリアーノ 牡2黒鹿55 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 424 ―1：54．2クビ 45．2�
610 トモジャヴェール 牡2芦 55 横山 和生吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 小倉 光博 494 ―1：54．62� 20．8�
59 ネイチャーセブン 牝2青鹿 54

51 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 青森 石田 英機 442 ―1：55．87 53．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，985，100円 複勝： 21，288，200円 枠連： 11，198，200円
馬連： 30，108，000円 馬単： 20，631，900円 ワイド： 20，813，400円
3連複： 42，059，300円 3連単： 63，746，600円 計： 229，830，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 320円 � 180円 � 310円 枠 連（4－6） 2，030円

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 10，240円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 2，290円 �� 890円

3 連 複 ��� 11，310円 3 連 単 ��� 76，770円

票 数

単勝票数 計 199851 的中 � 12403（4番人気）
複勝票数 計 212882 的中 � 15596（5番人気）� 35469（2番人気）� 16219（4番人気）
枠連票数 計 111982 的中 （4－6） 4258（8番人気）
馬連票数 計 301080 的中 �� 6279（10番人気）
馬単票数 計 206319 的中 �� 1510（29番人気）
ワイド票数 計 208134 的中 �� 4645（12番人気）�� 2273（25番人気）�� 6191（9番人気）
3連複票数 計 420593 的中 ��� 2789（36番人気）
3連単票数 計 637466 的中 ��� 602（210番人気）

ハロンタイム 7．3―11．9―12．8―12．9―12．8―13．5―13．7―13．9―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―19．2―32．0―44．9―57．7―1：11．2―1：24．9―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．4―3F40．9
1
3

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

2
4

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

パレスパラダイス �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2014．2．15生 牡2栗 母 コ ト ノ ハ 母母 ファーガーズプロスペクト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 スプラッシュスリー号・ダンツゴウユウ号・ペドラプレシオーザ号・リヴェルディ号

3201811月6日 晴 良 （28福島3）第2日 第6競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳以上

発走12時40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 7，000，000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
1：06．9
1：06．9

良
良

612 ディーエスフェイム 牡4鹿 57 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 492± 01：10．1 18．6�
24 スマイルハッピー 牝4鹿 55

53 △原田 和真臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 446＋ 2 〃 クビ 141．9�
611� ハヤブサゲッツ 牡4黒鹿57 丸田 恭介武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 498＋101：10．2クビ 35．1�
36 スーセントマリー 牝3鹿 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：10．3	 3．2�
35 
 チェストケリリー 牝3栗 54 吉田 隼人了德寺健二氏 武井 亮 米

Westwind Farm,
Mike Harris &
Susan Harris

498－ 2 〃 クビ 2．2�
714 ヴェイルドスケール 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B522＋ 21：10．4	 18．0	
815 スリーチアサウス 牝5鹿 55 水口 優也永井商事
 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 486－121：10．5	 54．8�
48 クリノダイスーシー 牡4鹿 57

55 △井上 敏樹栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 厚賀古川牧場 504± 0 〃 クビ 6．1�
47 バ ー ニ ー ズ 牡6栗 57

56 ☆長岡 禎仁村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 482＋ 81：10．71� 96．2
11 アブソリュカフェ 牡5黒鹿57 大庭 和弥西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 B486± 01：10．91� 104．3�
510� カ キ ツ バ タ 牝4黒鹿 55

53 △伴 啓太中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 424－ 41：11．11 328．9�
12 � メガミチャン 牝4鹿 55

52 ▲坂井 瑠星
イージス 小崎 憲 千歳 社台ファーム B474－ 61：11．2	 122．3�
713
� ジークイーン 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太 
キャピタル・システム 牧浦 充徳 米 Oratis & New
Dawn Stable 484－141：11．3	 8．3�

23 � ナ ウ シ カ 牝5鹿 55
54 ☆�島 克駿平川 浩之氏 加藤 和宏 新ひだか カントリー牧場 412－ 21：11．4	 157．4�

59 ユキノマルガリータ 牝6鹿 55 川島 信二井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 470－ 41：11．82	 78．8�
816� ラブジェネラル 牡3芦 56

54 △木幡 初也オールラブクラブ 加藤 和宏 新ひだか 高橋 修 470＋ 1 〃 クビ 215．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，371，600円 複勝： 23，854，500円 枠連： 12，655，600円
馬連： 34，569，500円 馬単： 20，329，900円 ワイド： 23，826，400円
3連複： 52，092，100円 3連単： 70，570，700円 計： 260，270，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 440円 � 2，880円 � 960円 枠 連（2－6） 19，000円

馬 連 �� 69，040円 馬 単 �� 128，120円

ワ イ ド �� 13，610円 �� 5，520円 �� 18，030円

3 連 複 ��� 527，960円 3 連 単 ��� 3，009，630円

票 数

単勝票数 計 223716 的中 � 9579（6番人気）
複勝票数 計 238545 的中 � 15821（5番人気）� 2035（14番人気）� 6487（7番人気）
枠連票数 計 126556 的中 （2－6） 516（24番人気）
馬連票数 計 345695 的中 �� 388（66番人気）
馬単票数 計 203299 的中 �� 119（129番人気）
ワイド票数 計 238264 的中 �� 451（68番人気）�� 1120（41番人気）�� 340（78番人気）
3連複票数 計 520921 的中 ��� 74（337番人気）
3連単票数 計 705707 的中 ��� 17（1849番人気）

ハロンタイム 9．7―11．0―11．5―12．2―12．6―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．7―32．2―44．4―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディーエスフェイム �
�
父 テレグノシス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．6．14 東京10着

2012．4．28生 牡4鹿 母 コンシェルジュリー 母母 リ タ 13戦2勝 賞金 20，750，000円
※アブソリュカフェ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3201911月6日 晴 良 （28福島3）第2日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000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
1：07．0
1：06．5

良
良

714 クラウンアゲン 牝3青鹿54 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 422－ 21：09．4 5．5�
12 � フジノパンサー 牡3鹿 56 勝浦 正樹久保 佳和氏 古賀 史生 新ひだか 岡田スタツド 504－ 61：09．5� 5．5�
816 フルオブスターズ 牝3黒鹿54 丸田 恭介�村田牧場 奥村 武 新冠 村田牧場 424＋ 41：09．71� 13．5�
713 アスクジョーダン 牡4鹿 57 石橋 脩廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 Shall Farm B498± 0 〃 ハナ 8．6�
47 サウンドカール 牡5青鹿57 川島 信二増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 470＋ 2 〃 クビ 26．3�
48 トウカイクローネ 牡4青鹿 57

54 ▲坂井 瑠星内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 476± 0 〃 ハナ 41．6	
59 � レーヴドプランス 	6鹿 57

55 △井上 敏樹岡田 牧雄氏 柴田 政人 浦河 ガーベラパー
クスタツド 484－ 81：09．8� 19．8


815 スミレタンポポ 牝4鹿 55
52 ▲藤田菜七子海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 410－ 41：10．01� 64．5�

35 ジェルミナーレ 牝3鹿 54 川須 栄彦�ターフ・スポート牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 442－ 61：10．1� 3．8�
612 カノヤカンザクラ 牡4栗 57

54 ▲森 裕太朗神田アヤ子氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 514＋ 81：10．2� 10．4
510 マコトグナイゼナウ 牡4青鹿57 中谷 雄太�ディアマント 
島 一歩 安平 ノーザンファーム 450± 01：10．3� 47．4�
11 メッサーウイング 牝4栗 55

54 ☆
島 克駿野田 善己氏 佐々木晶三 新ひだか フジワラフアーム B452－ 41：10．4クビ 37．5�
36 ナミノリゴリラ 牝4黒鹿 55

53 △木幡 初也小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 478＋ 21：10．71� 50．5�
23 ナッツスター 牡3鹿 56 西田雄一郎早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 21：10．8� 13．0�
611 アドマイヤジャズ 牡4青鹿57 津村 明秀近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－ 81：11．01� 15．2�
24 タイセイマライカ 牝3黒鹿54 菱田 裕二田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 404± 01：11．32 208．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，487，000円 複勝： 26，168，500円 枠連： 12，623，200円
馬連： 39，179，200円 馬単： 18，300，900円 ワイド： 26，352，200円
3連複： 58，708，700円 3連単： 69，649，300円 計： 270，469，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 200円 � 290円 枠 連（1－7） 980円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，080円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 7，350円 3 連 単 ��� 37，650円

票 数

単勝票数 計 194870 的中 � 28174（3番人気）
複勝票数 計 261685 的中 � 36365（3番人気）� 36668（2番人気）� 20893（6番人気）
枠連票数 計 126232 的中 （1－7） 9977（2番人気）
馬連票数 計 391792 的中 �� 15772（3番人気）
馬単票数 計 183009 的中 �� 3727（6番人気）
ワイド票数 計 263522 的中 �� 10208（3番人気）�� 6220（7番人気）�� 5147（13番人気）
3連複票数 計 587087 的中 ��� 5985（14番人気）
3連単票数 計 696493 的中 ��� 1341（69番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―10．9―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―33．7―45．5―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンアゲン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2015．10．25 東京2着

2013．3．9生 牝3青鹿 母 ブリリアントクラン 母母 スターズインハーアイズ 7戦2勝 賞金 19，350，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アブソリュカフェ号・グリーンバシリスク号

3202011月6日 晴 良 （28福島3）第2日 第8競走 2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （芝・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 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
1：57．3
1：56．1

良
良

12 ビービーブレスユー 牡3鹿 55
52 ▲坂井 瑠星�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 488－ 22：01．2 3．9�

48 シャインアロー �4栗 57 水口 優也岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 456－102：01．3� 36．2�
510 ルネイション 牝3黒鹿 53

51 △原田 和真 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444－ 4 〃 クビ 2．7�

35 エッジースタイル 牝3栗 53
51 △井上 敏樹 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 460± 02：01．51� 7．2�

36 サマーローズ 牝4栗 55
54 ☆加藤 祥太樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 478－ 42：01．6クビ 5．9�

47 コーラルタワー 牡6黒鹿 57
56 ☆長岡 禎仁由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 鳥谷 勝彦 450± 02：01．81 25．6	

713 ドーノデルソーレ 牡3黒鹿55 杉原 誠人吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 454± 02：01．9� 30．3

612� トップターゲット �3黒鹿 55

52 ▲森 裕太朗�コオロ 萱野 浩二 新冠 細川農場 440－102：02．0� 89．1�
815 シュンクルーズ 牡4黒鹿57 西村 太一村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 456－ 8 〃 クビ 164．3�
23 ダノンプレシャス 牡3青鹿 55

54 ☆�島 克駿ダノックス 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 456－ 42：02．21	 14．8�
714 ウインシンフォニア 牡3鹿 55

52 ▲藤田菜七子ウイン 高木 登 新ひだか 片山牧場 480＋ 62：02．62� 36．7�
11 ラ ム レ イ 牝4鹿 55 横山 和生山本 剛史氏 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 472＋ 42：02．7� 94．9�
24 エヴァンジル 牝4黒鹿 55

53 △木幡 初也岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 470－ 62：02．91� 30．0�
816 サンレイフローラ 牝6鹿 55

54 ☆岩崎 翼永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B452－ 72：03．11	 27．4�
59 � カリテスグレース 牝4黒鹿 55

54 ☆中井 裕二北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 504＋242：03．3� 48．8�
611 パリーアーク 牡5鹿 57

55 △伴 啓太 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム B488－ 42：04．68 112．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，039，400円 複勝： 27，363，900円 枠連： 13，124，100円
馬連： 39，439，400円 馬単： 20，098，300円 ワイド： 26，437，500円
3連複： 57，723，900円 3連単： 74，412，200円 計： 279，638，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 590円 � 140円 枠 連（1－4） 2，840円

馬 連 �� 4，130円 馬 単 �� 7，190円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 360円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 5，310円 3 連 単 ��� 35，720円

票 数

単勝票数 計 210394 的中 � 42897（2番人気）
複勝票数 計 273639 的中 � 43936（2番人気）� 8109（10番人気）� 63482（1番人気）
枠連票数 計 131241 的中 （1－4） 3575（14番人気）
馬連票数 計 394394 的中 �� 7399（13番人気）
馬単票数 計 200983 的中 �� 2096（23番人気）
ワイド票数 計 264375 的中 �� 5446（10番人気）�� 20741（2番人気）�� 3515（21番人気）
3連複票数 計 577239 的中 ��� 8149（12番人気）
3連単票数 計 744122 的中 ��� 1510（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．5―34．9―47．7―1：00．4―1：12．6―1：24．5―1：36．9―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

ビービーブレスユー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．9．20 阪神7着

2013．6．8生 牡3鹿 母 プレインエンジェル 母母 リメンバーユー 13戦2勝 賞金 16，500，000円
〔制裁〕 サンレイフローラ号の騎手岩崎翼は，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。（被害馬：11番・10番・13番）



3202111月6日 晴 良 （28福島3）第2日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000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
1：43．3
1：41．7

良
不良

79 ブレスアロット 牡3栗 55 吉田 隼人吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 452－ 41：48．0 7．4�
66 アナザープラネット 牡3鹿 55

54 ☆�島 克駿市川義美ホール
ディングス� 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 472－101：48．63� 2．2�

11 � メイショウハクラク 牡5栗 57
56 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 大橋 勇樹 日高 下河辺牧場 498－ 8 〃 クビ 5．7�

811 ネイチャーポイント 牡3鹿 55
52 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 498＋ 6 〃 アタマ 12．5�

810 モ ー ゼ ス 牡3黒鹿 55
53 △原田 和真坂本 肇氏 大江原 哲 洞	湖 レイクヴィラファーム 512＋ 21：48．7クビ 16．4�

67 ス フ ェ ー ン 牡3鹿 55 勝浦 正樹キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 440－ 41：48．91
 6．0	
33 ナンヨーファミユ 牡3鹿 55 石橋 脩中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 454± 01：49．32� 6．1

78 � ホホエムオンナ 牝4鹿 55

54 ☆長岡 禎仁�大北牧場 浅野洋一郎 浦河 大北牧場 B456－ 2 〃 クビ 137．0�
44 デスティニーシチー 牡6栗 57

56 ☆中井 裕二 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 日高 幾千世牧場 476－ 61：49．83 103．6
22 � グレートアイランド �5鹿 57 宮崎 北斗岡田 壮史氏 加藤 和宏 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 61：50．12 132．9�
55 � カシノサクセス 牡4黒鹿 57

55 △井上 敏樹柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 野坂牧場 460－ 21：50．84 262．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 21，890，300円 複勝： 25，816，900円 枠連： 11，480，100円
馬連： 41，673，300円 馬単： 26，008，000円 ワイド： 23，454，100円
3連複： 53，654，000円 3連単： 95，565，600円 計： 299，542，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 180円 � 120円 � 160円 枠 連（6－7） 600円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 380円 �� 640円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 11，060円

票 数

単勝票数 計 218903 的中 � 23436（5番人気）
複勝票数 計 258169 的中 � 30328（5番人気）� 67437（1番人気）� 38282（4番人気）
枠連票数 計 114801 的中 （6－7） 14605（3番人気）
馬連票数 計 416733 的中 �� 36393（4番人気）
馬単票数 計 260080 的中 �� 7874（9番人気）
ワイド票数 計 234541 的中 �� 16067（4番人気）�� 8592（11番人気）�� 20226（3番人気）
3連複票数 計 536540 的中 ��� 28188（4番人気）
3連単票数 計 955656 的中 ��� 6260（38番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．8―31．2―44．2―57．3―1：09．9―1：22．6―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブレスアロット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．1．31 東京7着

2013．1．22生 牡3栗 母 サンクスアロット 母母 ディソサード 6戦2勝 賞金 15，750，000円

3202211月6日 晴 良 （28福島3）第2日 第10競走 ��
��1，800�きんもくせい特別

発走14時50分 （芝・右）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．2
1：45．9

良
良

11 ロードリベラル 牡2黒鹿55 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 日高 スマイルファーム 422± 01：50．2 14．0�
810 マイネルユニブラン 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 516＋101：50．41� 4．9�
77 レジェンドセラー 牡2鹿 55 石橋 脩�G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 514＋ 41：50．5� 1．8�
44 フラワープレミア 牡2鹿 55 勝浦 正樹花村 誠氏 池上 昌弘 平取 船越 伸也 456＋ 61：50．6	 15．9�
66 ジ ャ コ マ ル 牡2鹿 55 横山 和生晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 442－10 〃 クビ 17．2�
22 マイネルベレーロ 牡2栗 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 61：50．7� 25．7	
89 イノバティブ 牡2鹿 55 津村 明秀畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 442＋ 21：50．91� 5．0

55 
 ライズスクリュー 牝2栗 54 菱田 裕二島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 442－ 41：51．0	 141．2�
78 ガウディウム 牡2鹿 55 中谷 雄太 キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 444－ 21：51．32 16．2�
33 ニシノキララコ 牝2黒鹿54 丸田 恭介西山 茂行氏 萱野 浩二 浦河 ガーベラパー

クスタツド 430± 01：51．4	 74．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 30，146，100円 複勝： 46，420，200円 枠連： 13，205，900円
馬連： 55，584，700円 馬単： 35，013，400円 ワイド： 31，212，600円
3連複： 71，825，700円 3連単： 147，518，000円 計： 430，926，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 210円 � 140円 � 110円 枠 連（1－8） 1，880円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 7，120円

ワ イ ド �� 810円 �� 380円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 17，790円

票 数

単勝票数 計 301461 的中 � 17138（4番人気）
複勝票数 計 464202 的中 � 30168（4番人気）� 57884（2番人気）� 227990（1番人気）
枠連票数 計 132059 的中 （1－8） 5427（7番人気）
馬連票数 計 555847 的中 �� 12326（9番人気）
馬単票数 計 350134 的中 �� 3685（22番人気）
ワイド票数 計 312126 的中 �� 8565（11番人気）�� 20656（3番人気）�� 37275（2番人気）
3連複票数 計 718257 的中 ��� 37751（3番人気）
3連単票数 計1475180 的中 ��� 6010（61番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．6―12．9―12．6―12．1―12．3―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．1―50．0―1：02．6―1：14．7―1：27．0―1：38．5

コーナー
通過順位

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

2
4
10（2，5）－（4，8）7，3，9，1，6・（10，5）（2，4，8，7）（9，6）（3，1）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロードリベラル �
�
父 ブレイクランアウト �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．8．20 新潟7着

2014．2．25生 牡2黒鹿 母 デルマハゴロモ 母母 ジェミードレス 4戦2勝 賞金 15，752，000円



3202311月6日 晴 良 （28福島3）第2日 第11競走 ��
��1，200�みちのくステークス

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳56�4歳以
上57�，牝馬2�減

福島競馬振興会長賞（1着）
賞 品

本 賞 17，200，000円 6，900，000円 4，300，000円 2，600，000円 1，720，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

24 ラズールリッキー 牝3黒鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 452＋ 41：08．9 10．0�
11 ダノンルージュ 牝6鹿 55 中谷 雄太�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 480－ 61：09．11� 14．0�
510 ハ ッ シ ュ 牝5芦 55 丸田 恭介 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 2 〃 クビ 3．7�
23 クリノコマチ 牝5栗 55 西田雄一郎栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 458－ 21：09．2クビ 87．1�
714 フルールシチー 牝5鹿 55 勝浦 正樹 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 518＋ 6 〃 ハナ 8．5�
47 ゴールドペガサス 牡4鹿 57 丹内 祐次 	スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 474＋ 6 〃 ハナ 4．0

713 タガノアザガル 牡4黒鹿57 杉原 誠人八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446＋ 21：09．3	 37．8�
612 クードラパン 牝3黒鹿54 菱田 裕二 	シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 ハナ 7．2�
35 メイショウスイヅキ 牝3鹿 54 岩崎 翼松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 458－ 41：09．4クビ 39．7
36 トウショウピスト 牡4鹿 57 坂井 瑠星トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 484＋ 81：09．5� 7．4�
611 クリノタカラチャン 牝6黒鹿55 木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 424± 0 〃 クビ 43．1�
48 カシノワルツ 牝6黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B444－ 21：09．6クビ 93．5�
815 モンマックス 牡6鹿 57 横山 和生	和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 522＋ 41：09．7	 139．2�
12 フクノドリーム 牝5栗 55 草野 太郎福島 祐子氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 492－ 6 〃 クビ 73．5�
59 キリシマオジョウ 牝3黒鹿54 石神 深一土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 528＋ 21：09．91
 258．7�
816 アースエンジェル 牝4青鹿55 加藤 祥太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 448± 0 〃 クビ 20．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，330，600円 複勝： 51，665，100円 枠連： 33，978，700円
馬連： 156，823，300円 馬単： 69，409，500円 ワイド： 70，265，100円
3連複： 234，424，900円 3連単： 341，864，000円 計： 998，761，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 350円 � 360円 � 150円 枠 連（1－2） 4，850円

馬 連 �� 6，610円 馬 単 �� 13，830円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 830円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 7，810円 3 連 単 ��� 70，170円

票 数

単勝票数 計 403306 的中 � 32007（6番人気）
複勝票数 計 516651 的中 � 32917（6番人気）� 31060（7番人気）� 116086（1番人気）
枠連票数 計 339787 的中 （1－2） 5426（24番人気）
馬連票数 計1568233 的中 �� 18367（21番人気）
馬単票数 計 694095 的中 �� 3763（49番人気）
ワイド票数 計 702651 的中 �� 9071（23番人気）�� 22396（7番人気）�� 17988（10番人気）
3連複票数 計2344249 的中 ��� 22502（27番人気）
3連単票数 計3418640 的中 ��� 3532（222番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．1―11．6―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．8―45．4―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラズールリッキー �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2015．9．5 新潟11着

2013．5．21生 牝3黒鹿 母 コリンズグラス 母母 ユ キ ミ ザ ケ 11戦3勝 賞金 55，676，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 コウエイタケル号・サザナミ号・トウカイセンス号・フィドゥーシア号・ボーダレス号・メイショウブイダン号・

モズハツコイ号・ユキノアイオロス号・レーヴムーン号

3202411月6日 晴 良 （28福島3）第2日 第12競走 ��
��1，200�

あ い づ

会 津 特 別
発走16時00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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

56 ヤマニンマンドール 牡4黒鹿57 �島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 464－ 21：09．4 3．0�
33 ルピナスベル 牝3芦 54 中谷 雄太鈴木 邦英氏 松下 武士 新冠 スカイビーチステーブル 456－ 21：09．5	 8．6�
79 ブレイズガール 牝3鹿 54 加藤 祥太岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B486－ 21：09．71
 51．5�
44 � エナジータウン 牡4鹿 57 丸田 恭介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 454－ 81：09．8クビ 4．3�
710� ジェントルヴァウ 牝4鹿 55 菱田 裕二窪田 康志氏 藤原 英昭 米 Claiborne

Farm 466－ 6 〃 ハナ 3．3�
55 シェヴェルニー 牝3黒鹿54 西村 太一�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 430＋101：10．01
 70．3	
67 クラウンルシフェル 牡5栗 57 西田雄一郎
クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 496＋ 41：10．1クビ 19．3�
22 ヴァッフシュテルケ 牡5青鹿57 水口 優也�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 466＋ 4 〃 クビ 16．9�
11 ケ ル ベ ロ ス 牡3黒鹿56 黛 弘人坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 432－ 21：10．2
 9．4
811� エ テ 牝3鹿 54 津村 明秀西山 茂行氏 森 秀行 米 Alan S. Kline

Revocable Trust 458－101：11．58 55．1�
812 ブリエアヴェニール �4鹿 57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか タイヘイ牧場 496－ 41：11．71 242．5�
68 � エスペランデュー 牝4鹿 55 原田 和真佐野 信幸氏 中野 栄治 安平 追分ファーム 454－ 61：11．8
 149．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，990，900円 複勝： 37，795，200円 枠連： 16，136，100円
馬連： 81，018，000円 馬単： 41，402，400円 ワイド： 38，681，000円
3連複： 104，182，300円 3連単： 183，100，900円 計： 535，306，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 260円 � 790円 枠 連（3－5） 1，570円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 570円 �� 2，650円 �� 4，160円

3 連 複 ��� 16，170円 3 連 単 ��� 59，820円

票 数

単勝票数 計 329909 的中 � 86337（1番人気）
複勝票数 計 377952 的中 � 89986（1番人気）� 35654（4番人気）� 9066（8番人気）
枠連票数 計 161361 的中 （3－5） 7922（4番人気）
馬連票数 計 810180 的中 �� 42949（4番人気）
馬単票数 計 414024 的中 �� 12640（7番人気）
ワイド票数 計 386810 的中 �� 18686（5番人気）�� 3629（24番人気）�� 2287（32番人気）
3連複票数 計1041823 的中 ��� 4831（45番人気）
3連単票数 計1831009 的中 ��� 2219（179番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．6―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―45．6―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンマンドール �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2014．9．14 阪神3着

2012．2．1生 牡4黒鹿 母 ヤマニンエマイユ 母母 ヤマニンザナドゥ 15戦3勝 賞金 36，350，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ブレイズガール号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

３レース目



（28福島3）第2日 11月6日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

183，520，000円
7，040，000円
1，370，000円
18，430，000円
64，141，000円
4，898，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
267，157，700円
384，802，300円
157，328，400円
598，154，500円
324，847，200円
339，625，000円
860，970，800円
1，319，719，100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 4，252，605，000円

総入場人員 11，323名 （有料入場人員 9，265名）
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