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3203711月13日 晴 重 （28福島3）第4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

713� スーパーモリオン 牡2青鹿 55
54 ☆�島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 494＋ 81：08．9 1．4�
36 リンガスネオ 牡2黒鹿55 北村 友一伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 476－ 21：09．75 42．2�
24 グランドガール 牝2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 456－ 81：09．91	 8．8�
611 スズカグラーテ 牝2黒鹿 54

53 ☆長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 430－ 2 〃 ハナ 6．4�
714 コマノレジェンド 牝2黒鹿54 吉田 隼人長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 466－ 2 〃 ハナ 11．1�
816 ビップディオス 牡2栗 55 A．シュタルケ 鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか タイヘイ牧場 486± 01：10．11 46．2�

（独）

23 エボニーアイボリー 牝2黒鹿54 北村 宏司諸江 幸祐氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 442＋ 2 〃 クビ 34．4	
815 ブ ラ ン シ ュ 牝2青鹿54 丸山 元気
Basic 根本 康広 平取 協栄組合 434＋ 21：10．2
 25．2�
612 アスヘノキボウ 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 438－ 61：10．4
 394．7
12 ヴェンデドール 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太清家 聖仁氏 田島 俊明 新ひだか 前田ファーム 432＋ 41：11．03� 166．5�
59 フレンドパリ 牝2黒鹿 54

52 △原田 和真横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 446＋ 61：11．31
 39．5�
47 グッバイサマー 牝2栗 54 木幡 初広澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 小河 豊水 422－ 41：11．51	 47．5�
35 ビートアッシャー 牡2黒鹿55 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 456＋ 41：12．24 155．1�
48 ナムラウラン 牝2黒鹿 54

52 △木幡 初也奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 420± 01：12．3
 92．4�
11 マイネルファート 牡2鹿 55 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 若林牧場 460－ 8 〃 ハナ 100．0�
510 アクアオーラ 牝2芦 54 西村 太一�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 笹島 政信 446－ 21：12．72� 401．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，156，900円 複勝： 44，112，900円 枠連： 9，073，400円
馬連： 30，326，600円 馬単： 20，515，000円 ワイド： 21，967，500円
3連複： 49，782，100円 3連単： 72，386，500円 計： 266，320，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 500円 � 180円 枠 連（3－7） 1，780円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 320円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 4，720円 3 連 単 ��� 17，170円

票 数

単勝票数 計 181569 的中 � 100916（1番人気）
複勝票数 計 441129 的中 � 288498（1番人気）� 7369（7番人気）� 28678（3番人気）
枠連票数 計 90734 的中 （3－7） 3950（6番人気）
馬連票数 計 303266 的中 �� 8887（8番人気）
馬単票数 計 205150 的中 �� 5178（10番人気）
ワイド票数 計 219675 的中 �� 5189（11番人気）�� 20261（2番人気）�� 2208（24番人気）
3連複票数 計 497821 的中 ��� 7897（14番人気）
3連単票数 計 723865 的中 ��� 3056（48番人気）

ハロンタイム 9．6―10．9―11．1―12．3―12．5―12．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．5―31．6―43．9―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スーパーモリオン �
�
父 Archarcharch �

�
母父 Devil His Due デビュー 2016．10．29 京都2着

2014．3．11生 牡2青鹿 母 Joyous Appeal 母母 Uniquely Appealing 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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 メイショウオクヒダ号
※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。

3203811月13日 晴 重 （28福島3）第4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 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

712 アームズレングス 牝3鹿 53 吉田 隼人諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496＋101：46．4 5．2�
815 ス ク ラ ッ タ 牝3黒鹿 53

51 △伴 啓太吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 398＋ 8 〃 クビ 12．8�
34 エグランティエ 牝4栗 55 丸山 元気�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 438± 01：46．72 7．0�
46 キョウワゼノビア 牝3黒鹿 53

52 ☆中井 裕二�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 474－ 41：46．8� 4．0�
59 コパノビジン 牝3鹿 53 嶋田 純次小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B466＋ 81：46．9� 9．5�
611 ア ウ ア ウ 牝3鹿 53 北村 宏司金子真人ホール

ディングス	 奥村 武 日高 日高大洋牧場 498＋ 4 〃 ハナ 9．8

610 モアアピール 牝4芦 55 和田 竜二	岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B478＋121：47．11 128．6�
35 � レッドベリンダ 牝4鹿 55

53 △木幡 初也 	東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 466－ 41：47．2� 32．7�
814 グリシーヌシチー 牝4鹿 55 石橋 脩 	友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B464＋ 2 〃 クビ 11．7
11 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 466＋ 21：47．3� 79．4�
22 アイルーロス 牝3黒鹿53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 青森 諏訪牧場 454－ 4 〃 クビ 37．5�
58 � ラゴディラゴライ 牝6鹿 55 A．シュタルケ 佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B502＋ 41：47．4� 54．3�

（独）

47 パパラヴズマンボ 牝4青鹿55 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 434－ 41：47．5� 19．7�
713 シフォンカール 牝3芦 53 北村 友一 �シルクレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：47．71 8．0�
23 マ ー ヤ 牝3鹿 53 丸田 恭介中田 和宏氏 小笠 倫弘 平取 船越 伸也 454＋ 81：48．44 33．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，424，700円 複勝： 27，452，800円 枠連： 11，173，200円
馬連： 32，225，400円 馬単： 15，130，100円 ワイド： 24，751，100円
3連複： 49，011，400円 3連単： 52，905，700円 計： 229，074，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 230円 � 360円 � 240円 枠 連（7－8） 730円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 8，130円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 1，090円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 10，450円 3 連 単 ��� 65，120円

票 数

単勝票数 計 164247 的中 � 25066（2番人気）
複勝票数 計 274528 的中 � 33707（2番人気）� 17783（8番人気）� 30590（3番人気）
枠連票数 計 111732 的中 （7－8） 11788（2番人気）
馬連票数 計 322254 的中 �� 4558（28番人気）
馬単票数 計 151301 的中 �� 1395（37番人気）
ワイド票数 計 247511 的中 �� 3916（25番人気）�� 5880（10番人気）�� 6130（9番人気）
3連複票数 計 490114 的中 ��� 3517（34番人気）
3連単票数 計 529057 的中 ��� 589（254番人気）

ハロンタイム 7．3―10．9―11．9―12．6―12．8―12．7―12．4―12．9―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．2―30．1―42．7―55．5―1：08．2―1：20．6―1：33．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

アームズレングス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2016．8．13 新潟1着

2013．3．31生 牝3鹿 母 ノットユアビジネス 母母 ニフティディード 2戦2勝 賞金 11，800，000円
※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。

第３回 福島競馬 第４日



3203911月13日 晴 重 （28福島3）第4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 7，000，000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

46 エ イ ム ハ イ 牡4鹿 57 北村 友一前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480＋181：45．9 6．6�

58 テイエムリヴィエラ 牝5鹿 55
54 ☆中井 裕二竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B478－12 〃 アタマ 29．7�

610 フラワーファースト 牝3鹿 53 中谷 雄太�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 466－12 〃 ハナ 19．3�
34 ポルトボナール 牡4黒鹿57 A．シュタルケ 後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 488＋ 81：46．22 4．7�

（独）

713 クインズプルート 牡3栗 55 黛 弘人 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 510＋10 〃 ハナ 6．6�
814 ベルウッドタマド 牡3鹿 55 宮崎 北斗鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 468－101：46．3� 57．5	
11 コアコンピタンス 牡3鹿 55 北村 宏司 
社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム B504＋ 41：46．51� 3．1�
611 アイアンマン 牡3鹿 55 菱田 裕二杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 456± 01：46．71� 26．7�
35 サンライズミライ 牡3鹿 55 和田 竜二松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 B496± 0 〃 ハナ 25．3
815 スモモチャン 牝3栗 53 石橋 脩ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 444－ 21：46．91� 53．2�
22 ジュガンティーヤ 牡5青 57

55 △木幡 初也
日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B514－141：47．32� 36．5�
23 ライディングハイ 牝3鹿 53 武士沢友治
下河辺牧場 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 480＋ 61：47．4クビ 110．7�
47 ヴィガーエッジ 牡3鹿 55 田中 勝春島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 488＋ 41：47．93 7．6�
59 ギブナッシンバック 牝3栗 53 丸田 恭介髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 小島牧場 482＋10 〃 クビ 29．6�
712 イデアオブダンディ 牡3栗 55 吉田 隼人益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 466－ 6 〃 アタマ 55．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，036，300円 複勝： 23，057，100円 枠連： 10，989，500円
馬連： 31，377，400円 馬単： 15，942，500円 ワイド： 22，694，300円
3連複： 46，890，200円 3連単： 56，476，700円 計： 224，464，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 260円 � 640円 � 510円 枠 連（4－5） 2，700円

馬 連 �� 7，850円 馬 単 �� 15，110円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 2，030円 �� 5，220円

3 連 複 ��� 44，790円 3 連 単 ��� 221，320円

票 数

単勝票数 計 170363 的中 � 20612（4番人気）
複勝票数 計 230571 的中 � 26751（4番人気）� 8669（8番人気）� 11199（6番人気）
枠連票数 計 109895 的中 （4－5） 3148（12番人気）
馬連票数 計 313774 的中 �� 3095（28番人気）
馬単票数 計 159425 的中 �� 791（50番人気）
ワイド票数 計 226943 的中 �� 2514（28番人気）�� 2908（18番人気）�� 1106（55番人気）
3連複票数 計 468902 的中 ��� 785（131番人気）
3連単票数 計 564767 的中 ��� 185（668番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．0―12．7―12．7―12．5―12．2―12．7―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．3―43．0―55．7―1：08．2―1：20．4―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ イ ム ハ イ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．11．15 東京1着

2012．4．27生 牡4鹿 母 サンドリオン 母母 シネマスコープ 16戦2勝 賞金 31，003，000円
〔制裁〕 ライディングハイ号の騎手武士沢友治は，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：12番）

クインズプルート号の騎手黛弘人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12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。
（非抽選馬） 1頭 シゲルエチゴ号
※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。

3204011月13日 晴 良 （28福島3）第4日 第4競走 2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時10分（番組第5競走を順序変更） （ 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

57 シンキングダンサー 牡3栗 58 金子 光希岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 23：02．9 68．1�
814 メイショウヤギリ 牡4黒鹿60 平沢 健治松本 好雄氏 池添 学 日高 日西牧場 486＋ 43：03．85 8．9�
712� ダノンロンシャン 牡5芦 60 熊沢 重文�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 470＋ 23：03．9� 2．4�
33 マイネルシュライ 牡8青 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488－ 23：04．21� 3．5�

22 ゲネラルプローベ 牡4鹿 60 中村 将之前田 葉子氏 宮本 博 浦河 福岡 光夫 466＋ 2 〃 ハナ 115．1�
711 ニシノリュウセイ 牡3黒鹿58 草野 太郎西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 412－ 43：06．0大差 53．9	
58 アンバーグリスキー 牡4鹿 60 五十嵐雄祐青山 洋一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 448＋ 63：06．1� 6．3

34 � トーセンスラッガー 牡4黒鹿60 浜野谷憲尚島川 �哉氏 成島 英春 新ひだか 乾 皆雄 464＋ 83：06．63 27．9�
11 � エクセレントミノル 牡5鹿 60 石神 深一吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 496＋143：06．92 16．2
69 サウンドウィケット 牡3青鹿58 植野 貴也増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 大北牧場 476＋123：07．32� 11．5�
46 リターンエース 牡4栗 60 大江原 圭西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 446＋ 43：07．51� 89．4�
813 サンライフル 牡3鹿 58 上野 翔 �加藤ステーブル 的場 均 新冠 樋渡 志尚 478± 03：08．24 231．0�
610 ダーウィンノオシエ 牡3黒鹿58 蓑島 靖典福田 光博氏 加藤 和宏 日高 株式会社カ

ネツ牧場 456－ 43：11．5大差 217．9�
45 テイエムダンシング 牡4鹿 60 佐久間寛志竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 488－ 43：13．09 22．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，987，900円 複勝： 12，927，600円 枠連： 7，783，600円
馬連： 24，041，800円 馬単： 14，363，200円 ワイド： 14，343，500円
3連複： 36，312，200円 3連単： 54，414，600円 計： 176，174，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，810円 複 勝 � 1，120円 � 280円 � 140円 枠 連（5－8） 3，090円

馬 連 �� 42，630円 馬 単 �� 114，600円

ワ イ ド �� 8，340円 �� 2，590円 �� 580円

3 連 複 ��� 30，460円 3 連 単 ��� 352，230円

票 数

単勝票数 計 119879 的中 � 1407（10番人気）
複勝票数 計 129276 的中 � 2121（10番人気）� 11023（5番人気）� 32819（1番人気）
枠連票数 計 77836 的中 （5－8） 1952（15番人気）
馬連票数 計 240418 的中 �� 437（55番人気）
馬単票数 計 143632 的中 �� 94（124番人気）
ワイド票数 計 143435 的中 �� 421（57番人気）�� 1382（28番人気）�� 6840（4番人気）
3連複票数 計 363122 的中 ��� 894（73番人気）
3連単票数 計 544146 的中 ��� 112（624番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 51．5－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

シンキングダンサー �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2015．11．1 福島3着

2013．3．10生 牡3栗 母 スプリングボード 母母 マイラブクイーン 障害：2戦1勝 賞金 7，500，000円



3204111月13日 晴 良 （28福島3）第4日 第5競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走12時00分（番組第4競走を順序変更） （ 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

44 アドマイヤフォルム 牡3黒鹿58 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 458－ 23：00．5 2．4�
813 シゲルクロメバル 牡3黒鹿58 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 浦河 王蔵牧場 454－ 63：02．2大差 10．6�
812 ポセイドンバローズ 牡6栗 60 佐久間寛志猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新冠 新冠橋本牧場 470－ 63：02．3クビ 10．0�
22 レジェンドパワー �4黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 446＋ 23：02．93� 3．4�
711� ソウダイショウ 牡3鹿 58 山本 康志廣松 金次氏 星野 忍 新ひだか 鹿嶋牧場 462＋ 63：03．0� 49．4�
45 ワークショップ 牡3鹿 58 蓑島 靖典小林 薫氏 加藤 和宏 新冠 錦岡牧場 496± 03：05．3大差 84．9�
69 スリージェット 牡3栗 58 草野 太郎永井商事	 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 480＋ 23：05．4クビ 14．9

56 	 アメリカンゴールド 牡4鹿 60 浜野谷憲尚吉澤 克己氏 戸田 博文 愛 Society Selec-

tion Syndicate 536－ 43：06．46 20．6�
11 トーアディラン �3栗 58 五十嵐雄祐高山ランド	 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 482＋ 43：06．72 48．2�
57 ネ ク ス ト 牡3鹿 58 石神 深一橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 杵臼牧場 478± 03：09．5大差 35．3
68 ノーブルクリスタル 牡4鹿 60 上野 翔吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞
湖 レイクヴィラファーム 472－ 23：10．88 75．3�
710 シゲルケンカヤマ 牡4栗 60 金子 光希森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 馬道 繁樹 494＋123：12．6大差 21．9�
33 ウルトラバロック 牡3鹿 58 熊沢 重文	G1レーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 492＋ 43：15．0大差 10．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 11，944，600円 複勝： 14，136，800円 枠連： 8，892，100円
馬連： 24，762，500円 馬単： 15，085，900円 ワイド： 16，473，700円
3連複： 40，027，900円 3連単： 58，426，200円 計： 189，749，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 230円 � 260円 枠 連（4－8） 650円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 500円 �� 840円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ��� 13，210円

票 数

単勝票数 計 119446 的中 � 39415（1番人気）
複勝票数 計 141368 的中 � 31398（2番人気）� 14382（3番人気）� 12059（4番人気）
枠連票数 計 88921 的中 （4－8） 10566（2番人気）
馬連票数 計 247625 的中 �� 17259（2番人気）
馬単票数 計 150859 的中 �� 7491（3番人気）
ワイド票数 計 164737 的中 �� 8845（3番人気）�� 4987（7番人気）�� 3392（15番人気）
3連複票数 計 400279 的中 ��� 7495（10番人気）
3連単票数 計 584262 的中 ��� 3206（27番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 52．7－3F 39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
4－3－13－12（9，10）11，2－（8，1）－6－5＝7
4－13＝12－2－（9，11）－1，10＝（3，5）－8，6＝7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤフォルム �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2015．11．15 京都16着

2013．5．7生 牡3黒鹿 母 トラヴェシーア 母母 マ ン フ ァ ス 障害：3戦1勝 賞金 10，500，000円

3204211月13日 晴 稍重 （28福島3）第4日 第6競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳以上

発走12時35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

23 ハッピーメモリーズ 牡5芦 57
56 ☆中井 裕二石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 498± 01：45．6 12．8�

815 コスモボアソルテ 牡4芦 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 502＋ 2 〃 クビ 4．7�
814� チャイマックス 牝3鹿 53 北村 友一吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky

Farms 470－ 21：45．7	 4．6�
58 � アポロテキサス 
3鹿 55 和田 竜二アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.

Thompson Jr. 484＋ 81：45．8クビ 5．3�
712 ファンシーミューズ 牝5鹿 55 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 500－ 61：46．11� 11．0�

（独）

11 � ミ ス エ リ カ 牝4黒鹿 55
54 ☆加藤 祥太荒牧 政美氏 西村 真幸 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

538－221：46．31 75．2	
47 コパノアラジン 牡3栗 55

54 ☆�島 克駿小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 518－ 4 〃 クビ 32．3

611� ベストドライヴ 牡3栗 55 中谷 雄太馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Dorsey Brown &

Richard Palmer 518± 01：46．83 5．3�
59 モンストルコント 牡3黒鹿 55

53 △原田 和真 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 494－ 81：46．9	 10．7�
34 ギンガメテオール 
4芦 57

55 △伴 啓太森山 進氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 492－ 41：47．21� 116．5
610 モアニレフア 牝4青鹿 55

53 △木幡 初也北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 438－ 21：47．41	 73．0�
46 シゲルシマダイ 牡3鹿 55 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 高野牧場 510－ 61：47．61 122．5�
35 � ノーザンバローズ 牡4鹿 57 菱田 裕二猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 Craig D.

Upham 492＋ 61：47．92 10．2�
22 �� ウエスタンゼウス 牡5栗 57 田中 勝春 �ウエスタンファーム 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 550－121：49．07 132．8�
713 カゼノトビラ 牝4鹿 55 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 新冠 八木 常郎 448－ 41：49．31� 82．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，809，900円 複勝： 24，686，900円 枠連： 11，674，400円
馬連： 35，049，500円 馬単： 16，692，200円 ワイド： 24，877，600円
3連複： 50，592，700円 3連単： 62，913，700円 計： 243，296，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 270円 � 180円 � 180円 枠 連（2－8） 1，590円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 7，940円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，090円 �� 470円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 31，340円

票 数

単勝票数 計 168099 的中 � 10426（8番人気）
複勝票数 計 246869 的中 � 20114（6番人気）� 38514（2番人気）� 39117（1番人気）
枠連票数 計 116744 的中 （2－8） 5682（7番人気）
馬連票数 計 350495 的中 �� 8605（13番人気）
馬単票数 計 166922 的中 �� 1575（41番人気）
ワイド票数 計 248776 的中 �� 6430（8番人気）�� 5630（17番人気）�� 14278（2番人気）
3連複票数 計 505927 的中 ��� 9929（7番人気）
3連単票数 計 629137 的中 ��� 1455（104番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．6―12．7―12．6―11．8―12．3―13．1―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―29．8―42．5―55．1―1：06．9―1：19．2―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハッピーメモリーズ �
�
父 アルカセット �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．12．14 阪神4着

2011．3．4生 牡5芦 母 フローラルジュノー 母母 ダイヤモンドスノー 22戦2勝 賞金 24，100，000円
［他本会外：4戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 インソムニア号・ワンダフルラスター号・ワンダーヴァローレ号
（非抽選馬） 1頭 スマートダイバー号
※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。



3204311月13日 晴 良 （28福島3）第4日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （芝・右）

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

815 アプリコットベリー 牝4青鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 402＋102：02．3 15．5�

35 アフィニータ 牝3鹿 53 石橋 脩 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 482＋ 62：02．4� 9．5�
36 ヒメタチバナ 牝3黒鹿53 田中 勝春岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 472＋ 42：02．61� 5．2�
11 ロ ゼ リ ー ナ 牝3栗 53 北村 友一 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 436－ 4 〃 ハナ 4．8�
612 ソムニアシチー 牝6鹿 55 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 440－ 42：02．7� 83．0	
510� ダブルフラワー 牝4栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 484－ 62：02．8� 8．6

714� ブランダルジャン 牝4芦 55 川須 栄彦河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 474＋ 42：02．9クビ 109．5�
47 マサノマリリン 牝5黒鹿55 丸田 恭介中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 468－ 6 〃 アタマ 8．3�
59 ゼーリムニル 牝3鹿 53 中谷 雄太一村 哲也氏 �島 一歩 日高 高山牧場 456－102：03．0� 21．7
48 ゴージャスガール 牝4黒鹿55 菱田 裕二飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 444＋ 62：03．21 75．2�
611 ラ ペ ル ト ワ 牝3青 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 508＋ 2 〃 同着 37．8�
12 フェイズベロシティ 牝3栗 53 吉田 隼人池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 434－10 〃 アタマ 5．0�
816 ルーレットクイーン 牝3栗 53 北村 宏司�KTレーシング 武井 亮 浦河 昭和牧場 434＋ 2 〃 ハナ 35．1�
24 ヌーヴェルダンス 牝3鹿 53 伊藤 工真 �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－142：03．3� 74．6�
23 アポロオスカー 牝3鹿 53 和田 竜二アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 440＋102：03．51	 11．3�
713 メイショウメリリー 牝3黒鹿 53

52 ☆�島 克駿松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 磯野牧場 438＋ 42：04．03 66．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，889，700円 複勝： 29，661，800円 枠連： 13，312，500円
馬連： 39，385，900円 馬単： 17，746，800円 ワイド： 27，809，800円
3連複： 54，754，700円 3連単： 65，047，300円 計： 266，608，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 490円 � 330円 � 200円 枠 連（3－8） 2，030円

馬 連 �� 7，500円 馬 単 �� 15，450円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 1，710円 �� 960円

3 連 複 ��� 11，810円 3 連 単 ��� 108，160円

票 数

単勝票数 計 188897 的中 � 9744（8番人気）
複勝票数 計 296618 的中 � 13619（8番人気）� 21991（7番人気）� 47382（2番人気）
枠連票数 計 133125 的中 （3－8） 5077（10番人気）
馬連票数 計 393859 的中 �� 4067（32番人気）
馬単票数 計 177468 的中 �� 861（61番人気）
ワイド票数 計 278098 的中 �� 3436（26番人気）�� 4143（22番人気）�� 7651（10番人気）
3連複票数 計 547547 的中 ��� 3477（42番人気）
3連単票数 計 650473 的中 ��� 436（372番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．3―36．4―49．3―1：01．9―1：13．8―1：25．4―1：37．3―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アプリコットベリー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Cryptoclearance デビュー 2014．8．10 札幌2着

2012．5．5生 牝4青鹿 母 フィックルベリー 母母 Fickle Friends 19戦2勝 賞金 23，693，000円
〔制裁〕 アプリコットベリー号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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。
（非当選馬） 1頭 ヴァフラーム号

3204411月13日 晴 良 （28福島3）第4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）

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

12 タケデンタイガー 牡4栗 57 和田 竜二武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 476± 01：09．8 11．8�
47 コスモラパン 牝5黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 430± 01：09．9� 5．9�
24 アグネスユーリヤ 牡4鹿 57 秋山真一郎渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 472－ 41：10．0� 7．4�
713 カノヤパリティ 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 452± 01：10．1� 6．5�
714 バトルグランドリイ 牝3鹿 54 川須 栄彦宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 452－ 61：10．2� 8．5�
510 クリーンファンキー 牝3栗 54 宮崎 北斗石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 482－ 2 〃 クビ 4．0	
59 ジョーマイク 	3栗 56 吉田 隼人上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 452－301：10．41
 11．6

35 コウユーココロザシ 牝4鹿 55 武士沢友治加治屋貞光氏 石栗 龍彦 新ひだか 武岡農場 504± 01：10．61
 74．8�
612 マサノハナチャン 牝5鹿 55

54 ☆長岡 禎仁中村 時子氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 446－ 8 〃 クビ 18．5�
815 クィーンパレット 牝4鹿 55 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 454＋ 61：10．7クビ 69．0
11 デュアルメジャー 	4青鹿57 A．シュタルケ �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B476－ 21：10．8� 25．6�

（独）

816 クインズラピス 牡4黒鹿57 北村 宏司 �クイーンズ・ランチ 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 B464－ 3 〃 ハナ 17．5�
611� エスプリベルテ 牡3栗 56 田中 勝春小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 佐竹 学 490－ 81：10．9� 67．9�
36 ウェーニーウィキー 牝3栗 54 黛 弘人ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 478＋ 81：11．11
 31．4�
23 � マヤブリリアント 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 390－ 81：11．52� 91．1�
48 カリアティード 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �グリーンファーム武井 亮 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：12．13� 33．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，335，600円 複勝： 25，239，100円 枠連： 13，010，000円
馬連： 37，806，700円 馬単： 17，651，600円 ワイド： 25，920，700円
3連複： 56，699，300円 3連単： 67，091，300円 計： 261，754，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 330円 � 200円 � 220円 枠 連（1－4） 1，730円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 6，620円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 890円 �� 650円

3 連 複 ��� 6，770円 3 連 単 ��� 37，300円

票 数

単勝票数 計 183356 的中 � 12383（7番人気）
複勝票数 計 252391 的中 � 17336（6番人気）� 35884（2番人気）� 31292（4番人気）
枠連票数 計 130100 的中 （1－4） 5811（8番人気）
馬連票数 計 378067 的中 �� 9663（11番人気）
馬単票数 計 176516 的中 �� 1998（23番人気）
ワイド票数 計 259207 的中 �� 5525（12番人気）�� 7478（8番人気）�� 10619（2番人気）
3連複票数 計 566993 的中 ��� 6278（16番人気）
3連単票数 計 670913 的中 ��� 1304（83番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―11．7―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．8―46．5―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タケデンタイガー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．6．14 函館2着

2012．2．21生 牡4栗 母 タケデンプラザ 母母 タケデンジャスミン 14戦2勝 賞金 32，319，000円
［他本会外：2戦0勝］

※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 カゼノシッポ号・グランドポピー号・マイネルパッセ号
（非抽選馬） 1頭 ユキノマルガリータ号
※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。



3204511月13日 晴 稍重 （28福島3）第4日 第9競走 ��1，150�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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

11 ニシノイナズマ 牡5芦 57 川須 栄彦西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 494＋ 21：08．1 41．6�
815 マ リ エ ラ 牡3鹿 56 北村 宏司栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 532＋12 〃 クビ 10．8�
611� テキスタイルアート �4青鹿 57

55 △原田 和真岡田 壮史氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 476＋ 41：08．2	 2．7�
35 ビップフウマ 牡3鹿 56 北村 友一鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 532± 01：08．3クビ 34．1�
48 � アルディバイン 牡5鹿 57 丹内 祐次髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 山下 恭茂 B500＋ 61：08．51	 51．5�
510 オンリーワンスター 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 446± 01：08．71	 5．5	
59 サ ラ マ ン カ 牝3黒鹿54 石橋 脩荒木 謙次氏 浜田多実雄 洞
湖 レイクヴィラファーム 520＋201：08．8クビ 36．4

713 イ ア ペ ト ス 牡4鹿 57 吉田 隼人�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム B488± 01：09．01	 6．1�
47 カ イ マ ノ ア 牡4栗 57 西田雄一郎山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 B496－101：09．1� 50．0�
24 ショウナンカイドウ 牡3栗 56 A．シュタルケ 国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 516－ 41：09．2クビ 19．8

（独）

23 ノーモアベット 牡4青鹿 57
56 ☆長岡 禎仁髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 456＋ 4 〃 ハナ 112．5�

36 カゼノカムイ 牡3鹿 56 丸山 元気菅原 広隆氏 伊藤 大士 青森 荒谷牧場 482＋ 81：09．51� 7．6�
714� ブレーヴブラッド 牡4鹿 57 和田 竜二村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 470＋101：09．6� 12．6�
612� ベルベットムーブ 牝3鹿 54 丸田 恭介伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 メイプルファーム 424± 01：09．81� 21．7�
816 ニシノグリーディ 牝3鹿 54 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 坂 牧場 440＋ 41：10．33 146．7�
12 マダムアグライア 牝5鹿 55 柴田 大知ディアレストクラブ� 新開 幸一 日高 浦新 徳司 486＋ 41：10．61� 76．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，603，600円 複勝： 29，785，200円 枠連： 15，337，800円
馬連： 46，285，200円 馬単： 22，869，500円 ワイド： 28，265，800円
3連複： 64，487，800円 3連単： 84，044，700円 計： 312，679，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，160円 複 勝 � 1，030円 � 300円 � 160円 枠 連（1－8） 10，860円

馬 連 �� 35，580円 馬 単 �� 64，720円

ワ イ ド �� 7，880円 �� 2，580円 �� 950円

3 連 複 ��� 38，750円 3 連 単 ��� 476，030円

票 数

単勝票数 計 216036 的中 � 4147（11番人気）
複勝票数 計 297852 的中 � 5741（13番人気）� 24203（5番人気）� 61756（1番人気）
枠連票数 計 153378 的中 （1－8） 1094（28番人気）
馬連票数 計 462852 的中 �� 1008（71番人気）
馬単票数 計 228695 的中 �� 265（130番人気）
ワイド票数 計 282658 的中 �� 897（70番人気）�� 2795（28番人気）�� 7993（7番人気）
3連複票数 計 644878 的中 ��� 1248（111番人気）
3連単票数 計 840447 的中 ��� 128（1093番人気）

ハロンタイム 9．7―10．6―11．0―11．8―12．3―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．3―31．3―43．1―55．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノイナズマ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．7．6 福島1着

2011．3．7生 牡5芦 母 ブロードスマイル 母母 プリスティン 31戦2勝 賞金 25，250，000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 シルバーメール号・ロードインスパイア号
（非抽選馬） 2頭 アウリン号・スズカオーショウ号
※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。

3204611月13日 晴 良 （28福島3）第4日 第10競走 ��
��1，200�福島2歳ステークス

発走14時40分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

福島馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．8

良
良

22 メイソンジュニア 牡2鹿 55 菱田 裕二 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 482－ 81：09．6 3．0�

57 マイネルバールマン 牡2芦 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 博憲 新ひだか 藤沢牧場 500＋ 41：09．81� 3．1�

812 ウ ラ ン ゲ ル 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 412＋ 41：10．22� 16．2�
710 オイカケマショウ 牡2鹿 55 中谷 雄太小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 452－ 21：10．41� 26．7�
69 ザベストエバー 牡2黒鹿55 北村 宏司古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 442＋ 21：10．5	 11．5	
11 
 ダズンフラワー 牝2栗 54 宮崎 北斗�下河辺牧場 菅原 右吉 日高 下河辺牧場 400－ 11：10．71� 71．9


（岩手）

711 アポロミッション 牡2鹿 55 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 458± 01：10．8クビ 6．9�
44 サンバダンサー 牝2栗 54 丸田 恭介グリーンスウォード和田 正道 浦河 カナイシスタッド 440－ 6 〃 ハナ 26．6�
68 ポッドジーニー 牝2黒鹿54 田中 勝春小川眞査雄氏 伊藤 伸一 新ひだか 下屋敷牧場 454＋ 21：11．01� 26．9
813 ハシルキセキ 牡2鹿 55 西村 太一�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 466＋161：11．31	 11．0�
56 スノードーナツ 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 B472－ 61：11．72� 100．2�
45 ガーシュウィン 牡2鹿 55 中井 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470－ 2 〃 クビ 14．2�
33 � ハタノオヌール 牝2青鹿54 丸山 元気 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 430－ 21：13．29 58．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 25，079，000円 複勝： 28，592，500円 枠連： 15，648，600円
馬連： 59，550，900円 馬単： 31，281，300円 ワイド： 32，110，100円
3連複： 81，471，700円 3連単： 116，269，500円 計： 390，003，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 140円 � 320円 枠 連（2－5） 450円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 260円 �� 710円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 6，400円

票 数

単勝票数 計 250790 的中 � 65204（1番人気）
複勝票数 計 285925 的中 � 60316（1番人気）� 59680（2番人気）� 16127（7番人気）
枠連票数 計 156486 的中 （2－5） 26835（1番人気）
馬連票数 計 595509 的中 �� 108211（1番人気）
馬単票数 計 312813 的中 �� 26894（1番人気）
ワイド票数 計 321101 的中 �� 37082（1番人気）�� 10768（8番人気）�� 8924（11番人気）
3連複票数 計 814717 的中 ��� 33875（5番人気）
3連単票数 計1162695 的中 ��� 13171（7番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．3―12．0―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．6―45．6―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．0
3 ・（5，13）－（12，8）（1，2）7－（4，9）6（10，11）＝3 4 ・（5，13）（12，8，7）2，1，9，4，11（6，10）＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイソンジュニア �
�
父 Mayson �

�
母父 American Post デビュー 2016．8．14 小倉1着

2014．4．25生 牡2鹿 母 アナアメリカーナ 母母 Ana Marie 4戦2勝 賞金 24，408，000円
〔その他〕 ウランゲル号は，最後の直線コースで外側および内側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハタノオヌール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年12月13日まで平地

競走に出走できない。
※ザベストエバー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3204711月13日 晴 良 （28福島3）第4日 第11競走
第52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，27．11．14以降28．11．6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 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

23 マルターズアポジー 牡4鹿 54 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 528－122：00．8 14．5�
713 ゼーヴィント 牡3鹿 55 A．シュタルケ �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 486＋ 62：01．01� 2．1�

（独）

11 ダイワドレッサー 牝3鹿 52 川須 栄彦大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466－ 22：01．31� 9．2�
510 マイネルハニー 牡3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 484＋122：01．4� 6．8�
47 ケイティープライド 牡6鹿 52 	島 克駿�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 496＋ 42：01．5クビ 20．2	
48 シャイニープリンス 牡6青鹿56．5 北村 友一小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 498－ 8 〃 アタマ 14．4

36 マーティンボロ 牡7青鹿57 中谷 雄太吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444－ 8 〃 アタマ 32．4�
611 プロフェット 牡3鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456－ 6 〃 ハナ 14．2�
815 マイネグレヴィル 牝5鹿 52 木幡 初也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 470± 0 〃 ハナ 119．9
12 ウインインスパイア 牡5黒鹿53 黛 弘人�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 454＋ 22：01．6クビ 38．0�
24 ダービーフィズ 牡6栗 56 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B458－102：01．81
 56．6�
612 ダイワリベラル 牡5黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 528± 0 〃 アタマ 11．4�
714 アドマイヤフライト 牡7鹿 56 吉田 隼人近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B536－ 42：02．01 61．8�
816 クランモンタナ 牡7芦 56 和田 竜二 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 ハナ 36．0�
59 ファントムライト 牡7黒鹿55 丸山 元気 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 488＋ 4 〃 クビ 34．0�
35 マイネルラクリマ 牡8栗 57．5 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 482＋122：02．42� 43．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 92，383，500円 複勝： 124，276，000円 枠連： 68，249，900円
馬連： 338，613，900円 馬単： 143，804，000円 ワイド： 162，716，400円
3連複： 581，145，700円 3連単： 767，513，900円 計： 2，278，703，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 370円 � 120円 � 270円 枠 連（2－7） 1，410円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 4，570円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，670円 �� 510円

3 連 複 ��� 4，660円 3 連 単 ��� 31，740円

票 数

単勝票数 計 923835 的中 � 50889（7番人気）
複勝票数 計1242760 的中 � 64194（8番人気）� 380261（1番人気）� 94722（4番人気）
枠連票数 計 682499 的中 （2－7） 37338（5番人気）
馬連票数 計3386139 的中 �� 149168（4番人気）
馬単票数 計1438040 的中 �� 23560（12番人気）
ワイド票数 計1627164 的中 �� 55673（4番人気）�� 23592（18番人気）�� 87229（2番人気）
3連複票数 計5811457 的中 ��� 93335（8番人気）
3連単票数 計7675139 的中 ��� 17527（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．6―35．6―48．4―1：01．0―1：13．1―1：24．9―1：36．5―1：48．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルターズアポジー �
�
父 ゴスホークケン �

�
母父 Old Trieste デビュー 2015．2．28 中山1着

2012．2．27生 牡4鹿 母 マルターズヒート 母母 Heat Is On 17戦6勝 賞金 125，743，000円
〔制裁〕 マーティンボロ号の騎手中谷雄太は，決勝線手前で外側に斜行したことについて平成28年11月19日から平成28年11月

20日まで騎乗停止。（被害馬：11番・12番・4番・9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。
（非抽選馬） 4頭 オリオンザジャパン号・サイモントルナーレ号・フレイムコード号・ヤマニンボワラクテ号
※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。

3204811月13日 晴 良 （28福島3）第4日 第12競走 ��1，800�
に ほ ん ま つ

二 本 松 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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

47 ヤマカツボーイ 牡4黒鹿57 北村 友一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 464＋161：49．5 16．3�
11 ブライトボイス 牡4栗 57 長岡 禎仁宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 500＋ 8 〃 クビ 7．1�
59 ストーミング 牡5栗 57 武士沢友治栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 488± 01：49．92� 47．1�
712 ミヤビエンブレム 牡3黒鹿55 丸山 元気村上 義勝氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 498＋221：50．0クビ 17．8�
35 レッドアルティスタ �4鹿 57 和田 竜二 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 448－16 〃 クビ 26．0�
611 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡4黒鹿57 加藤 祥太 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 414＋ 2 〃 ハナ 80．3	
46 イレイション 牡4栗 57 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 61：50．21� 2．3

34 グランプリアクセル 牡3鹿 55 川須 栄彦�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 B470－ 61：50．3クビ 32．4�
713 キャニオンロード 牡3鹿 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：50．4	 12．6
22 マイネルボールド 牡3鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 若林牧場 436＋ 4 〃 クビ 83．8�
815
 ライトパープル 牡5鹿 57 丹内 祐次�フォーレスト 伊藤 大士 新ひだか 嶋田牧場 B470－161：50．5クビ 135．7�
814 ウイングチップ �4黒鹿57 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 ハナ 5．8�
610 スマートスペクター 牡3鹿 55 �島 克駿大川 徹氏 池添 学 新ひだか 神垣 道弘 430－ 2 〃 クビ 32．9�
23 インターンシップ 牡5鹿 57 石橋 脩近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 454＋ 41：50．6クビ 32．8�
58 アルスフェルト 牝3黒鹿53 吉田 隼人�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 41：51．02� 7．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，896，000円 複勝： 38，779，600円 枠連： 21，495，000円
馬連： 73，717，500円 馬単： 33，374，700円 ワイド： 39，402，000円
3連複： 100，518，700円 3連単： 146，142，000円 計： 483，325，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 450円 � 260円 � 1，040円 枠 連（1－4） 730円

馬 連 �� 4，900円 馬 単 �� 11，750円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 7，490円 �� 4，910円

3 連 複 ��� 75，230円 3 連 単 ��� 388，100円

票 数

単勝票数 計 298960 的中 � 14603（6番人気）
複勝票数 計 387796 的中 � 22038（7番人気）� 45450（3番人気）� 8592（12番人気）
枠連票数 計 214950 的中 （1－4） 22580（3番人気）
馬連票数 計 737175 的中 �� 11637（20番人気）
馬単票数 計 333747 的中 �� 2129（45番人気）
ワイド票数 計 394020 的中 �� 6147（17番人気）�� 1339（64番人気）�� 2055（52番人気）
3連複票数 計1005187 的中 ��� 1002（180番人気）
3連単票数 計1461420 的中 ��� 273（930番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．8―49．4―1：01．7―1：13．4―1：25．4―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツボーイ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．8．9 新潟9着

2012．3．19生 牡4黒鹿 母 ヤマカツマヤリス 母母 ヤマカツスズラン 18戦2勝 賞金 22，017，000円

３レース目



（28福島3）第4日 11月13日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 180頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

244，200，000円
1，270，000円
1，180，000円
2，060，000円
27，200，000円
71，866，000円
6，480，400円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
298，547，700円
422，708，300円
206，640，000円
773，143，300円
364，456，800円
441，332，500円
1，211，694，400円
1，603，632，100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 5，322，155，100円

総入場人員 15，978名 （有料入場人員 13，561名）
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