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３２０６１１１月１８日 小雨 稍重 （２４福島３）第６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

２４ ラピスブラオ 牝２芦 ５４ 田中 勝春岡田 壮史氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４２８＋１０１：１１．２ ６．３�

１２ マルトクスパート 牡２鹿 ５５ 西田雄一郎高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 ４５８＋ ２１：１１．４１� １．６�
６１２ オリエンタルエジル 牡２鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 ４８０± ０１：１１．５� １１．６�
１１ ストップザジョーク 牡２芦 ５５ 大野 拓弥ポリッシュホースメイト和田 正道 新ひだか 大典牧場 ４５２± ０ 〃 ハナ ２０．４�
５９ リッシンロケット 牡２芦 ５５ 藤岡 佑介小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 ４５０＋ ８１：１１．８２ ３９．７�
５１０ ネクタルブルー 牡２青鹿５５ 津村 明秀 �ブルーマネジメント小野 次郎 新ひだか 加野牧場 ４８２＋１４１：１１．９� ７．８�
６１１ マリーズミイ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４３４± ０１：１２．０クビ ６８．１	
３６ ブルーフェイズ 牝２鹿 ５４

５１ ▲横山 和生 IHR 武藤 善則 新冠 三村 卓也 ４５６－ ４１：１２．６３� １８５．７

４７ プラチナアックス 牡２芦 ５５ 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 新開 幸一 新ひだか 中村 和夫 ４５６－ ２１：１２．７� ３９１．２�
７１３ リワードランフォス 	２鹿 ５５ 松山 弘平宮� 冴子氏 田中 清隆 新ひだか 田湯牧場 ４２６± ０１：１２．８� ６６．７�
８１５ グランデラポール 牡２黒鹿 ５５

５３ △西村 太一 �グランデオーナーズ 和田 正道 浦河 絵笛牧場 ４７２＋ ２１：１３．０１ １１１．６
４８ チェリーヘステイア 牝２栃栗 ５４

５２ △嶋田 純次櫻井 悦朗氏 大和田 成 浦河 北俣 牧夫 ４１４＋ ２１：１３．２１� １６．１�
２３ ベールグリーン 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲原田 和真斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム ４８６＋１４１：１３．３� ５２９．３�
７１４ ヴェンセール 牡２鹿 ５５ 丸山 元気桐谷 茂氏 堀井 雅広 日高 田端牧場 ４６２＋１２１：１４．９１０ １７．９�
３５ ハイランドコンドル 牝２黒鹿５４ 上村 洋行小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４１４－ ２１：１５．０� ３９１．２�
８１６ ミ ス テ ィ ー 牝２栗 ５４ 丹内 祐次田島榮二郎氏 嶋田 功 新ひだか 本桐牧場 ４５８ ―１：１５．４２� １９３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，５５９，７００円 複勝： ２４，４０９，２００円 枠連： ７，０８９，２００円

馬連： ２１，３０３，７００円 馬単： １９，２６５，２００円 ワイド： １１，７９０，８００円

３連複： ３４，７６７，４００円 ３連単： ５９，８６２，５００円 計： １９１，０４７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（１－２） ４９０円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� １，１９０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，８８０円 ３ 連 単 ��� １０，５７０円

票 数

単勝票数 計 １２５５９７ 的中 � １５７２１（２番人気）
複勝票数 計 ２４４０９２ 的中 � ２４２６１（２番人気）� １３５０８６（１番人気）� １５６５３（４番人気）
枠連票数 計 ７０８９２ 的中 （１－２） １０７９２（１番人気）
馬連票数 計 ２１３０３７ 的中 �� ２８８９４（１番人気）
馬単票数 計 １９２６５２ 的中 �� １０５３２（４番人気）
ワイド票数 計 １１７９０８ 的中 �� １４２５２（１番人気）�� ２０９８（１５番人気）�� ６５７７（５番人気）
３連複票数 計 ３４７６７４ 的中 ��� １３６９８（５番人気）
３連単票数 計 ５９８６２５ 的中 ��� ４１８２（２９番人気）

ハロンタイム ９．５―１０．８―１１．７―１２．７―１３．１―１３．４

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．３―３２．０―４４．７―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．９―３F３９．２
３ １４（１５，９）（４，１０）（２，８，１１）（１，１２）（５，６，７，１３）＝１６，３ ４ ・（１４，１５，９）（４，１０）２（８，１１）１，１２，６，７，１３，５－１６，３

勝馬の
紹 介

ラピスブラオ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１２．７．７ 函館９着

２０１０．４．２２生 牝２芦 母 キョウエイカナ 母母 シヤダイチヤツター ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスティー号は，平成２４年１２月１８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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アイドクレース号・テッシン号
（非抽選馬） １頭 シゲルスコピウス号

３２０６２１１月１８日 小雨 稍重 （２４福島３）第６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

５８ プ リ ュ ム 牝３栗 ５３ 大野 拓弥 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B４４４－ ４１：４７．２ ９．４�

６１１ タマモクララ 牝３鹿 ５３ 藤岡 佑介タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 ４８０－１０１：４７．３� ２．６�
６１０ スカルラット 牝３栃栗 ５３

５０ ▲平野 優�日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム ４９０＋ ２１：４７．４� ３８．０�
２２ � ピンクデージー 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４９２＋ ６１：４７．６１� １７．５�
２３ オーシュペール 牝３鹿 ５３ 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム ４６２－ ２ 〃 ハナ ２．６�
１１ フジキラメキ 牝３鹿 ５３ 田中 勝春荒木 誠氏 伊藤 伸一 新ひだか 前川 正美 ４６２－１２１：４８．５５ ８３．９	
４６ チェルカトローバ 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４５０＋ ４１：４８．８１� ４１．８

４７ キョウエイヒドラ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 鮫川 啓一 ４９６＋ ２１：４８．９クビ ２５．５�
８１５� マリーズタイム 牝４鹿 ５５ 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 畠山 重則 新ひだか 土田農場 ４４４＋１０ 〃 クビ ４３７．０�
７１３� レッドハート 牝４鹿 ５５ 村田 一誠�コオロ 萱野 浩二 浦河 木戸口牧場 ４５０－ ３１：５０．０７ ７６．１
３５ エーシンジェネシス 牝４鹿 ５５ 中舘 英二�栄進堂 松永 昌博 浦河 高野牧場 ４９４－ ２１：５０．１クビ ２０．３�
３４ パーティブロッサム 牝３黒鹿５３ 松山 弘平飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 ４６８± ０１：５０．３� ３３．９�
８１４ ウインジュビリー 牝４青鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４８６－ ４ 〃 ハナ ８．４�
５９ � オギノシュタイン 牝４黒鹿５５ 津村 明秀荻野 亮氏 大和田 成 新ひだか 静内白井牧場 ４９４－ ６１：５１．９１０ １８５．７�
７１２� メイショウミフユ 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４８４＋ ８１：５３．７大差 １１１．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，９２２，６００円 複勝： １８，８５４，７００円 枠連： ７，０５７，５００円

馬連： ２３，０２７，９００円 馬単： １８，６７５，０００円 ワイド： １２，５９３，８００円

３連複： ３４，０９４，３００円 ３連単： ５６，８８８，８００円 計： １８３，１１４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ３００円 � １５０円 � ６７０円 枠 連（５－６） １，１５０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� ２，６６０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ２，７００円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� １２，６６０円 ３ 連 単 ��� ５６，７４０円

票 数

単勝票数 計 １１９２２６ 的中 � １００２８（４番人気）
複勝票数 計 １８８５４７ 的中 � １４４５８（４番人気）� ４８９８４（２番人気）� ５５５２（９番人気）
枠連票数 計 ７０５７５ 的中 （５－６） ４５６４（４番人気）
馬連票数 計 ２３０２７９ 的中 �� １３３５８（４番人気）
馬単票数 計 １８６７５０ 的中 �� ５１９４（７番人気）
ワイド票数 計 １２５９３８ 的中 �� ５６２４（５番人気）�� １１０１（２５番人気）�� １７４２（１８番人気）
３連複票数 計 ３４０９４３ 的中 ��� １９８８（３９番人気）
３連単票数 計 ５６８８８８ 的中 ��� ７４０（１５８番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．２―１２．０―１２．５―１２．７―１２．８―１２．７―１２．９―１３．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．０―３０．０―４２．５―５５．２―１：０８．０―１：２０．７―１：３３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．２
１
３
１１，８，１０（２，１３）５，９（４，１２，１４）１５－（６，７）－３，１・（１１，８，１０）（２，５）１３，９（４，３）（１４，７）（１５，１）（１２，６）

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

勝馬の
紹 介

プ リ ュ ム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Peintre Celebre デビュー ２０１１．１１．５ 京都２着

２００９．３．２９生 牝３栗 母 ピューリティー 母母 Pariana ９戦２勝 賞金 ２１，８７０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウミフユ号は，平成２４年１２月１８日まで平地競走に出走できない。

第３回 福島競馬 第６日



３２０６３１１月１８日 小雨 稍重 （２４福島３）第６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）

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

２２ キタサンシンガー 牡３芦 ５５
５２ ▲花田 大昂�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 ４９０± ０１：４７．５ ６．１�

４６ タイセイモンスター 牡３栗 ５５ 荻野 琢真田中 成奉氏 須貝 尚介 様似 �村 伸一 ５２６－ ２１：４８．２４ ７．０�
１１ ビッグリバティ 牡３青鹿 ５５

５２ ▲長岡 禎仁�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 ５０６＋ ２１：４８．３� ７．１�
３５ ラブミーニキータ 牝４芦 ５５ 黛 弘人小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ５１８－ ４１：４８．７２� ２３．９�
２３ ハナノシンノスケ 牡５鹿 ５７

５４ ▲水口 優也池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 B４８２± ０ 〃 クビ ５１．３�
４７ リバーロイヤル 牡４栗 ５７

５４ ▲菱田 裕二河越 武治氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 ４７０＋ ８１：４８．８クビ ８．７�
８１４ ビービーアックス 牡４鹿 ５７

５５ △嶋田 純次�坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 ４８８＋１２ 〃 クビ ９．４	
６１１ アイティテイオー 牡４栗 ５７

５４ ▲平野 優一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６６＋１０１：４９．０１� ３５．６

５９ オリエンタルコール 牡５鹿 ５７

５４ ▲原田 和真棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社
松田牧場 ４３８－ ２１：４９．３１� ３０．７�

５８ エイブルブラッド 牡４鹿 ５７
５５ △西村 太一吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ５０６＋２０１：４９．４� ３．４�

３４ � スリーロビンソン 牡４青 ５７
５４ ▲藤懸 貴志永井商事 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５２＋ ６１：４９．５クビ １７．３�

７１３� ベストフェット 牡７鹿 ５７
５４ ▲高嶋 活士松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 ５１８± ０１：４９．８１� ７１．４�

８１５ ヤマニンメダイユ 牡３鹿 ５５ 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 ４７４＋ ８１：５０．３３ ３７．８�
７１２ トーセンエトワール 牝４鹿 ５５ 伊藤 工真島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５２６＋ ６１：５０．７２� ９２．８�
６１０ ジャストジョーイ 牝３芦 ５３

５０ ▲杉原 誠人G１レーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４２２－１６１：５１．９７ １４．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，１０４，１００円 複勝： １７，８７５，８００円 枠連： ８，１２０，１００円

馬連： ２１，９７２，６００円 馬単： １５，８１４，７００円 ワイド： １２，３５８，９００円

３連複： ３４，８０５，７００円 ３連単： ５２，７３５，０００円 計： １７４，７８６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２００円 � ２３０円 � ２３０円 枠 連（２－４） ８９０円

馬 連 �� １，４７０円 馬 単 �� ２，９８０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ７００円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ４，８４０円 ３ 連 単 ��� ２２，３５０円

票 数

単勝票数 計 １１１０４１ 的中 � １４３８２（２番人気）
複勝票数 計 １７８７５８ 的中 � ２５２３３（２番人気）� ２０３９１（４番人気）� ２０４７５（３番人気）
枠連票数 計 ８１２０１ 的中 （２－４） ６７４５（２番人気）
馬連票数 計 ２１９７２６ 的中 �� １１０６８（４番人気）
馬単票数 計 １５８１４７ 的中 �� ３９２９（７番人気）
ワイド票数 計 １２３５８９ 的中 �� ６０４７（２番人気）�� ４３６３（５番人気）�� ３５９２（８番人気）
３連複票数 計 ３４８０５７ 的中 ��� ５３１０（１０番人気）
３連単票数 計 ５２７３５０ 的中 ��� １７４２（３８番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．１―１１．８―１２．５―１２．７―１２．９―１３．２―１３．０―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―２９．８―４２．３―５５．０―１：０７．９―１：２１．１―１：３４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F３９．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

キタサンシンガー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．１１．２０ 新潟３着

２００９．３．２２生 牡３芦 母 キタサンラブソング 母母 オリンピアデュカキス １２戦２勝 賞金 １８，７７０，０００円
〔制裁〕 リバーロイヤル号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（１２番・１番・８

番・９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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 エーシンミモザ号・キングスバーン号・トップストライド号・トップバゴチャン号・ドリームリーグ号・

リサーチアゲン号

３２０６４１１月１８日 小雨 稍重 （２４福島３）第６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

２３ アジャストメント 牡２鹿 ５５ 松山 弘平山田 貞蔵氏 山内 研二 日高 広中 稔 ４７０± ０１：１１．５ １．８�

３５ メイショウソウイン 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 赤田牧場 ４５２＋ ４１：１１．６� ６．６�
６１２ ソ ウ キ ュ ウ 牝２鹿 ５４ 津村 明秀荒木隆之介氏 鈴木 伸尋 浦河 伏木田牧場 ４３８＋ ２１：１１．８１� １０．５�
５１０ パッシートジビッボ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春吉田 和美氏 木村 哲也 平取 雅 牧場 ４３４＋ ２１：１１．９� ２４．９�
４８ レディーピンク 牝２鹿 ５４

５１ ▲横山 和生小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 ４４０－ ４１：１２．１１� ６５．４�
６１１ アグランディール 牝２鹿 ５４

５２ △西村 太一 SKYホース組合 新開 幸一 浦河 佐々木 恵一 ４０８＋ ２１：１２．２クビ ２０．６�
５９ シャンパンルージュ 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ ４６６－ ２ 〃 クビ ５５．２	

１２ マジシャンズレッド 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹北所 直人氏 高橋 裕 日高 永村 侑 ４６６＋２０１：１２．３� １０．４

７１４ ハ ナ チ ャ ン 牝２青鹿５４ 藤岡 佑介花垣 春男氏 藤岡 健一 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４－ ６１：１２．４クビ ２３．３�
３６ メ ボ ン 牝２黒鹿５４ 丸山 元気柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 様似 小田 誠一 ４３２＋ ４１：１２．６１� ３４．４�
４７ コスモソメイエ 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム ４２２＋ ２１：１２．９２ ３１２．２�
２４ イケハートジョイ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか 泊 寿幸 ４３０＋ ６１：１３．０� １９．０�
８１６ ア ト キ リ ナ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４３６－ ２１：１３．２１� １４９．０�
７１３ アマクサタカラジマ 牡２栃栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志奈良�孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 安田 豊重 ４８０＋１２１：１３．４� １７６．３�
１１ カムトゥマインド 牝２栗 ５４ 柴山 雄一 サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム ４１８＋ ４１：１３．５� ５７．６�
８１５ ダンツバーゴ 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか タイヘイ牧場 ４３８＋ ８１：１４．８８ １６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，０２２，２００円 複勝： ２０，６８６，１００円 枠連： ７，９５７，２００円

馬連： ２３，０３５，０００円 馬単： ２０，８９９，６００円 ワイド： １３，８７６，８００円

３連複： ３４，１８９，８００円 ３連単： ５８，１８８，２００円 計： １９２，８５４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（２－３） ４１０円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ２８０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� １，４１０円 ３ 連 単 ��� ３，８５０円

票 数

単勝票数 計 １４０２２２ 的中 � ６４４５１（１番人気）
複勝票数 計 ２０６８６１ 的中 � ７５１５２（１番人気）� ２９５９２（２番人気）� ２０１７８（３番人気）
枠連票数 計 ７９５７２ 的中 （２－３） １４４５０（１番人気）
馬連票数 計 ２３０３５０ 的中 �� ３０９３２（１番人気）
馬単票数 計 ２０８９９６ 的中 �� １７４３８（１番人気）
ワイド票数 計 １３８７６８ 的中 �� １３９３８（１番人気）�� １３０３７（２番人気）�� ３９３１（８番人気）
３連複票数 計 ３４１８９８ 的中 ��� １７９７７（１番人気）
３連単票数 計 ５８１８８２ 的中 ��� １１１７４（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．６―１２．４―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．８―４７．２―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アジャストメント �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 リーフアーマツドネス デビュー ２０１２．９．２２ 阪神２着

２０１０．４．３０生 牡２鹿 母 ブルーベイブリッジ 母母 オオミリーガル ４戦１勝 賞金 １０，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツバーゴ号は，平成２４年１２月１８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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 フォージドホウオー号
（非抽選馬） ６頭 エイプリルメロディ号・エメラルドタワー号・カシノフェアリー号・クラウンプルートゥ号・フクノスーパーベガ号・

プリマチュチュ号



３２０６５１１月１８日 小雨 稍重 （２４福島３）第６日 第５競走 ��
��１，７００�サラブレッド系２歳

発走１１時４０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
１：４５．６

稍重

不良

８１４ ローレルベロボーグ 牡２黒鹿５５ 佐藤 哲三 �ローレルレーシング 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４８６ ―１：５０．６ １０．１�

７１２ マイティマックス 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介 �グリーンファーム 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４９８ ―１：５０．８１� ２．２�
４６ ハナズハント 牡２鹿 ５５ 川須 栄彦M．タバート氏 牧浦 充徳 新ひだか 元道牧場 ４９０ ―１：５２．０７ ３．６�
６１１ ケイジータイタン 牡２青鹿５５ 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ５０６ ―１：５３．３８ ３２．３�
６１０ ナデシコノハナ 牝２栗 ５４ 中舘 英二石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４４４ ―１：５３．５１� １５．９�
８１５ キーコレクション 牡２栗 ５５

５３ △嶋田 純次北前孔一郎氏 相沢 郁 新冠 高瀬 敦 ４６２ ―１：５３．８１	 ８５．８�
３４ シークレットゾーン 牡２鹿 ５５ 松山 弘平小林 久義氏 鈴木 孝志 新ひだか 神垣 道弘 ４９６ ― 〃 クビ ６２．２	
５８ 
 マイネルバリスター 牡２栗 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 米 Stonewood
Thoroughbreds ５０２ ― 〃 ハナ ２６．０


２３ ストリボーグ 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム ４４２ ―１：５４．０	 ７．３�
５９ クリノガッサン 牝２鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二栗本 博晴氏 成島 英春 日高 本間牧場 ４１０ ―１：５５．２７ １４３．６
７１３ ブリリアントパレス 牡２栗 ５５ 太宰 啓介小林 量氏 大根田裕之 新ひだか 出羽牧場 ５０２ ―１：５５．４１� ７７．８�
１１ ケンブリッジアトナ 牝２栗 ５４ 田中 勝春中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４４６ ―１：５５．５クビ １９．２�
２２ サクラドルサータ 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 原 武久 ４５８ ―１：５５．７１� ２９．９�
３５ マイネルルフレ 牡２栗 ５５ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 浦河 笹地牧場 ４７６ ―１：５７．４大差 ５９．６�
４７ スゴイノミツケタ 牝２鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志村上 欽哉氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 ４１２ ―２：００．０大差 １０３．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，９１５，０００円 複勝： １５，５９２，６００円 枠連： ７，９９２，０００円

馬連： ２２，５１７，６００円 馬単： １８，４２６，３００円 ワイド： １１，７０１，６００円

３連複： ３０，３７２，１００円 ３連単： ５１，６７４，７００円 計： １７２，１９１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（７－８） ９２０円

馬 連 �� １，０７０円 馬 単 �� ２，５１０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ６２０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� １，３００円 ３ 連 単 ��� １２，０１０円

票 数

単勝票数 計 １３９１５０ 的中 � １０９２４（４番人気）
複勝票数 計 １５５９２６ 的中 � １３８００（４番人気）� ３６７３３（２番人気）� ３８１４３（１番人気）
枠連票数 計 ７９９２０ 的中 （７－８） ６４７８（３番人気）
馬連票数 計 ２２５１７６ 的中 �� １５６０２（３番人気）
馬単票数 計 １８４２６３ 的中 �� ５４３０（８番人気）
ワイド票数 計 １１７０１６ 的中 �� ６４４０（４番人気）�� ４０５０（６番人気）�� １７５１１（１番人気）
３連複票数 計 ３０３７２１ 的中 ��� １７３４６（２番人気）
３連単票数 計 ５１６７４７ 的中 ��� ３１７７（２３番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．５―１３．３―１３．９―１３．８―１３．０―１２．９―１２．５―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．６―３１．９―４５．８―５９．６―１：１２．６―１：２５．５―１：３８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．０
１
３
１２，１４，１５，６，１１，１０（８，１３）（７，９）１（２，３，５，４）
１２（１４，１５，１０）－６－（８，１３）（４，１１）＝（１，９）３－（２，５）＝７

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

勝馬の
紹 介

ローレルベロボーグ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 タイキシャトル 初出走

２０１０．１．２２生 牡２黒鹿 母 クスノステファニー 母母 ステファニーチャン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 スゴイノミツケタ号は，１コーナーで前進気勢を欠い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〕 マイネルルフレ号・スゴイノミツケタ号は，平成２４年１２月１８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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ダイワスペクター号・フクノシリウス号

３２０６６１１月１８日 曇 稍重 （２４福島３）第６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）

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

７１３ アユミチャン 牝４芦 ５５ 勝浦 正樹北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 友田牧場 ４４８－ ４１：１０．２ ２６．７�

６１２ オンワードセジール 牝６栗 ５５ 丸山 元気�下屋敷牧場 水野 貴広 浦河 オンワード牧場 ４７０－１０１：１０．３� ５．９�
２４ ミヤジガンバレ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 ４８８＋ ４１：１０．５１� １０．９�
１２ デリケートアーチ 牝３栃栗５４ 宮崎 北斗 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B４６０＋ ４１：１０．６� １２．８�
６１１ メリーチャン 牝４芦 ５５

５３ △嶋田 純次ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２ 〃 ハナ １５．０�
５１０ テングジョウ 牝７鹿 ５５

５３ △西村 太一中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ４２．３�
８１５ ブラウニーサンクス 牝４鹿 ５５ 黛 弘人安倍 光昭氏 高橋 文雅 浦河 中脇 満 ４３０＋１６１：１０．８１� ２２６．１	
２３ � ノベンバーペガサス 牝４黒鹿５５ 中舘 英二松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ４８２－ ４１：１１．１１� ４．８

４７ シシリアンルージュ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 ４６２＋ ２１：１１．２� ２９．４�
５９ マウントフジ 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三 �グリーンファーム 宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム ４３４－ ８１：１１．４１� ４．０
３５ ピースオブアイ 牝３栗 ５４ 津村 明秀星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４５６－２０ 〃 クビ ５．７�
１１ イグナイトカフェ 牝６鹿 ５５ 村田 一誠西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４８８＋ ４１：１１．６１� １８．７�
３６ ドリーミングラヴ 牝３黒鹿５４ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 松田牧場 ４２８＋ ８１：１１．８１� １２４．６�
４８ メイショウジビュス 牝３鹿 ５４ 松山 弘平松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４７２＋２８ 〃 クビ ８０．５�
７１４ シルクアイリス 牝４黒鹿５５ 川須 栄彦有限会社シルク上原 博之 浦河 杵臼牧場 B４７２＋１２１：１３．５大差 ２３．９�
８１６� ドーリーガール 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也モナコ商事� 松山 将樹 新ひだか 中橋 正 ４１２－ ４１：１３．９２� １９２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，４８１，１００円 複勝： ２２，１３３，６００円 枠連： ９，２３８，８００円

馬連： ２５，８６７，１００円 馬単： １７，７２２，９００円 ワイド： １４，２８５，８００円

３連複： ３９，７７０，６００円 ３連単： ６０，４９３，９００円 計： ２０２，９９３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６７０円 複 勝 � ７３０円 � ２００円 � ３００円 枠 連（６－７） ２，９００円

馬 連 �� ７，７２０円 馬 単 �� １９，４１０円

ワ イ ド �� ２，１６０円 �� ３，７５０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� １８，３５０円 ３ 連 単 ��� １６８，４７０円

票 数

単勝票数 計 １３４８１１ 的中 � ３９８１（１０番人気）
複勝票数 計 ２２１３３６ 的中 � ６６１８（１０番人気）� ３５６８５（２番人気）� １９３４７（５番人気）
枠連票数 計 ９２３８８ 的中 （６－７） ２３５３（１３番人気）
馬連票数 計 ２５８６７１ 的中 �� ２４７５（３０番人気）
馬単票数 計 １７７２２９ 的中 �� ６７４（７０番人気）
ワイド票数 計 １４２８５８ 的中 �� １６２９（２８番人気）�� ９２３（４９番人気）�� ２７３８（１４番人気）
３連複票数 計 ３９７７０６ 的中 ��� １６００（７１番人気）
３連単票数 計 ６０４９３９ 的中 ��� ２６５（５６２番人気）

ハロンタイム ９．５―１０．９―１１．５―１２．６―１２．５―１３．２

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．４―３１．９―４４．５―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アユミチャン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アレミロード デビュー ２０１０．９．２６ 札幌８着

２００８．３．３１生 牝４芦 母 スズカリオン 母母 スリーリリック １８戦２勝 賞金 １５，４４０，０００円
〔制裁〕 ブラウニーサンクス号の騎手黛弘人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（７番・５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 キャントセイワーズ号



３２０６７１１月１８日 小雨 稍重 （２４福島３）第６日 第７競走 ��２，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時００分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 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

２：３７．３
２：３７．３

良

良

７１４ グレートマーシャル 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４７８－ ４２：４２．９ ７．５�

６１１ バンダムラディウス 牡４栃栗５７ 中舘 英二山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４６２－ ４２：４３．２２ ４．６�
２３ カ ム フ ィ ー 牡３黒鹿５５ 大野 拓弥清水 二朗氏 鈴木 康弘 池田 新田牧場 ４６０± ０２：４３．３� ４．４�
８１６ フレージャパン 牡３栗 ５５ 丸山 元気難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４７８＋ ６ 〃 ハナ ８．７�
８１５ エイダイポイント 牡４芦 ５７ 田中 博康�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 ４４８－ ２２：４３．５１� ２８．１�
２４ ラ ン ブ イ エ 牝４青 ５５ 松山 弘平吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ４７２－ ４２：４３．６� １０．９�
１２ サンデースイセイ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム B４８２－ ４ 〃 クビ ２２．０	
３５ ヴェラシティ 牡４栗 ５７ 川須 栄彦臼田 浩義氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４７８－ ２２：４３．７クビ ２３．５

３６ エボニーナイト 牡３黒鹿５５ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム ５１０＋ ４２：４３．８� ５．９�
１１ レッドオブガバナー 牡４鹿 ５７ 荻野 琢真�橋 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 頼嗣 B４９２＋ ２ 〃 ハナ ５２．９�
６１２� キャニオンシンザン 牡４栗 ５７

５４ ▲原田 和真谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ５０４－ ２ 〃 クビ １６６．６
５９ テーオーレジェンド 牡３栗 ５５ 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 ５１０＋１６２：４３．９� １７．６�
４８ � リッカタキシード 牡５黒鹿５７ 柴山 雄一立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 ４５６－ ４ 〃 ハナ ２１．１�
４７ トミケンオウドウ 牡３鹿 ５５ 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 今井 秀樹 ４７４＋１０２：４４．４３ ３１．４�
７１３ タマモスキップ 牝３黒鹿 ５３

５１ △嶋田 純次タマモ� 水野 貴広 新ひだか 前田牧場 ４３８－ ６２：４５．２５ ６８．２�
５１０ クリールタイラント 牡４黒鹿５７ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４６０± ０２：４６．７９ １３２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，７６６，０００円 複勝： ２２，２４８，５００円 枠連： ９，００４，８００円

馬連： ２７，３１８，６００円 馬単： １７，９３３，３００円 ワイド： １３，７５２，２００円

３連複： ３９，１０５，２００円 ３連単： ６１，８００，１００円 計： ２０３，９２８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２４０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（６－７） １，５５０円

馬 連 �� ２，１００円 馬 単 �� ４，２４０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� ７３０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ２，６８０円 ３ 連 単 ��� １８，２９０円

票 数

単勝票数 計 １２７６６０ 的中 � １３４８３（４番人気）
複勝票数 計 ２２２４８５ 的中 � ２０４１５（５番人気）� ４２０９８（２番人気）� ４２８３６（１番人気）
枠連票数 計 ９００４８ 的中 （６－７） ４３０３（８番人気）
馬連票数 計 ２７３１８６ 的中 �� ９６１６（６番人気）
馬単票数 計 １７９３３３ 的中 �� ３１２６（１２番人気）
ワイド票数 計 １３７５２２ 的中 �� ４８６６（５番人気）�� ４４２４（８番人気）�� １０８７３（１番人気）
３連複票数 計 ３９１０５２ 的中 ��� １０７８４（３番人気）
３連単票数 計 ６１８００１ 的中 ��� ２４９４（２０番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．３―１３．０―１３．２―１３．０―１２．５―１３．２―１２．７―１２．３―１２．１―１１．９―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１２．８―２５．１―３８．１―５１．３―１：０４．３―１：１６．８―１：３０．０―１：４２．７―１：５５．０―２：０７．１―２：１９．０―２：３０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレートマーシャル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１２．１１ 中山５着

２００８．５．４生 牡４鹿 母 ナリタテンコウ 母母 スパークネス １９戦２勝 賞金 ３７，２１１，０００円
［他本会外：２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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ケイアイジーニアス号
（非抽選馬） １頭 ヨドノエース号

３２０６８１１月１８日 小雨 稍重 （２４福島３）第６日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３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

５９ アルベルトバローズ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 ４８４＋ ４１：０９．７ ４．６�

２３ ブルースター 牡４栗 ５７ 柴山 雄一 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４６４－ ２１：０９．８� ３９．１�
５１０� サクラテリオス 牡４栗 ５７ 伊藤 工真�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 ４６６＋ １ 〃 ハナ ２９．８�
４８ ショウナンスマイル 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 B４５０－ ４１：０９．９クビ １１．６�
７１３ サクラブライト 牝４黒鹿５５ 村田 一誠�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 新和牧場 ４５０＋ ４１：１０．１１� ３１．９�
１１ アーベントロート 牝３黒鹿５４ 川須 栄彦 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４３６＋ ４ 〃 ハナ ６．４	
８１５ タツストロング 牡３栗 ５６ 松山 弘平鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 ４７８± ０ 〃 クビ ５．０

７１４ シゲルシバグリ 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 高橋 修 ４９４± ０ 〃 アタマ １３．８�
６１２ ヤマニンボンプアン 牝４鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 ４８２－ ４１：１０．３１� ６．５�
４７ ノボリドリーム 牡３鹿 ５６ 中舘 英二原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４３０－ ２ 〃 クビ １０．４
２４ パシオンルージュ 牝４鹿 ５５ 津村 明秀吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ １２．２�
６１１ エムケージャック 牡３鹿 ５６ 丸山 元気紺野 光彦氏 高橋 裕 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４９２＋１６１：１０．５� ６６．５�
８１６� サトノナイト 	４鹿 ５７ 藤岡 佑介里見 治氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ５００＋ ６ 〃 クビ １８．０�
３５ アスターウィング 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４５８＋ ６１：１０．８１� ５７．３�
１２ アルファジョイー 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗近藤 元子氏 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４８６＋ ６１：１１．１１� １５７．３�
３６ � クラウンプリズム 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 ４６０± ０１：１２．４８ １４６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，１１４，２００円 複勝： ２１，５８６，１００円 枠連： １０，２５９，２００円

馬連： ３０，０１９，１００円 馬単： １９，４４０，０００円 ワイド： １４，８２６，８００円

３連複： ４１，９５０，８００円 ３連単： ６６，４７１，８００円 計： ２１７，６６８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � ８００円 � ９７０円 枠 連（２－５） １，８７０円

馬 連 �� ７，４６０円 馬 単 �� １１，２７０円

ワ イ ド �� ２，０３０円 �� ２，６８０円 �� ９，４２０円

３ 連 複 ��� ７７，２１０円 ３ 連 単 ��� ３５８，０８０円

票 数

単勝票数 計 １３１１４２ 的中 � ２２８９５（１番人気）
複勝票数 計 ２１５８６１ 的中 � ４２１０４（１番人気）� ６０２２（１１番人気）� ４９１９（１２番人気）
枠連票数 計 １０２５９２ 的中 （２－５） ４０５０（１１番人気）
馬連票数 計 ３００１９１ 的中 �� ２９７０（３２番人気）
馬単票数 計 １９４４００ 的中 �� １２７４（４９番人気）
ワイド票数 計 １４８２６８ 的中 �� １８２３（２７番人気）�� １３７０（３５番人気）�� ３８１（７５番人気）
３連複票数 計 ４１９５０８ 的中 ��� ４０１（２００番人気）
３連単票数 計 ６６４７１８ 的中 ��� １３７（１０４０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．２―１１．８―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．８―４５．６―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルベルトバローズ �
�
父 ディクタット �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．８．２８ 小倉３着

２００９．４．１生 牡３鹿 母 ダムドコンパニー 母母 Paper Princess １７戦２勝 賞金 ２０，１８９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時３１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エリーゼ号
（非抽選馬） ３頭 カンタベリーママ号・ゴールデンウィナー号・ダイワカリエンテ号



３２０６９１１月１８日 小雨 稍重 （２４福島３）第６日 第９競走 ��１，７００�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

３５ トーセンケイトゥー �４栗 ５７
５４ ▲菱田 裕二島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：４７．５ ８．６�

６１０ ブリスコーラ 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一グリーンスウォード 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 ５０８＋ ４ 〃 クビ ８．３�
８１４ マコトローゼンボー 牡４黒鹿５７ 川須 栄彦尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 ４６４＋１２１：４７．６� ４．１�
４７ キーエキスパート 牡３栗 ５５ 勝浦 正樹北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 ４６２－ ２１：４８．４５ １７．６�
５９ ディアヴァンドーム 牡４栗 ５７ 上村 洋行寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 藤原牧場 ４６４± ０１：４８．５クビ ４．１�
７１３ トゥルーフレンド 牡３鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 ４７８－ ２１：４８．７１� ２４．５�
７１２ レッドジャクソン 牡３鹿 ５５ 田中 勝春 	東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 ５５４＋１８ 〃 クビ １４．０

３４ ガンガンユコウゼ 牡３鹿 ５５ 松山 弘平小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４５８－ ２１：４８．９１� ５．１�
２２ シンボリカンヌ 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５１８＋ ８１：４９．１１� １４．３�
１１ トーセンアスカ 牡３栗 ５５ 伊藤 工真島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ２ 〃 クビ ４８．５
４６ � ウインマクレガー 牡４黒鹿５７ 宮崎 北斗	ウイン 北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４＋ ２１：４９．２クビ ４９．６�
２３ � トーホウナイト 牡４黒鹿５７ 荻野 琢真東豊物産	 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 ４９２＋１２ 〃 ハナ １６２．７�
５８ レオネプチューン 牡４鹿 ５７ 村田 一誠田中 博之氏 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム ４７６－ ６１：４９．６２� ６８．５�
６１１ ドリームネイチヤー 牡５鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志セゾンレースホース	 上原 博之 新ひだか 中村 和夫 ４３０＋ ２１：４９．７� ６２．１�
８１５ リバークリーク 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム ５０４－ ８１：５０．８７ ４０．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，６５７，１００円 複勝： ２５，４８１，２００円 枠連： １１，７６１，５００円

馬連： ３４，０１７，１００円 馬単： ２４，４１９，１００円 ワイド： １７，７７４，４００円

３連複： ４７，８１２，８００円 ３連単： ８３，２２９，９００円 計： ２５９，１５３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２９０円 � ２１０円 � １６０円 枠 連（３－６） １，１７０円

馬 連 �� ４，０８０円 馬 単 �� ８，６９０円

ワ イ ド �� １，４００円 �� ７２０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ４，３５０円 ３ 連 単 ��� ３８，０９０円

票 数

単勝票数 計 １４６５７１ 的中 � １３５６０（５番人気）
複勝票数 計 ２５４８１２ 的中 � １９０８２（５番人気）� ３２３７２（３番人気）� ５３０１９（１番人気）
枠連票数 計 １１７６１５ 的中 （３－６） ７４２８（５番人気）
馬連票数 計 ３４０１７１ 的中 �� ６１６２（１８番人気）
馬単票数 計 ２４４１９１ 的中 �� ２０７４（３５番人気）
ワイド票数 計 １７７７４４ 的中 �� ２９８０（１９番人気）�� ６１７１（６番人気）�� ８６０１（４番人気）
３連複票数 計 ４７８１２８ 的中 ��� ８１１８（１１番人気）
３連単票数 計 ８３２２９９ 的中 ��� １６１３（１０３番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．５―１２．３―１２．７―１３．４―１２．９―１２．８―１２．３―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．６―３０．９―４３．６―５７．０―１：０９．９―１：２２．７―１：３５．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンケイトゥー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 O’Reilly デビュー ２０１０．９．１９ 中山１着

２００８．４．２生 �４栗 母 ファイナルデスティネーション 母母 Logical Lady １７戦２勝 賞金 ２３，１１７，０００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） １頭 シンボリスウィフト号
（非抽選馬） ３頭 プリサイスファイン号・ペガサスキングビー号・ラヴェンナ号

３２０７０１１月１８日 晴 稍重 （２４福島３）第６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７５０万円毎１�増
福島馬主協会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

７１３ ディアセルヴィス 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 ４５０＋ ４１：１０．５ １７２．７�

５１０ バーニングハート 牝２鹿 ５４ 津村 明秀吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 ４３４＋ ２１：１０．６� １４．７�
４７ シーブリーズライフ 牝２栗 ５４ 西田雄一郎飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 ４４０＋ ２ 〃 ハナ ８．２�
８１６ アウトシャイン 牝２黒鹿５４ 鮫島 良太 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４４６＋ ８ 〃 ハナ ６．７�
２４ エイユーモモチャン 牝２黒鹿５４ 佐藤 哲三笹部 義則氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ４９２＋ ２１：１０．８１� ６．３�
６１２ ホオポノポノ 牝２鹿 ５４ 古川 吉洋松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ

ナル牧場 ４２８＋ ２ 〃 クビ ９．４�
６１１ ワンダフルジュエル 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥	辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４５０－ ２１：１１．１２ ３０．１

４８ レ デ ィ ー 牝２鹿 ５４ 松山 弘平浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 ４３２＋ ２１：１１．６３ ９．７�
３５ クリノタカラチャン 牝２黒鹿５４ 黛 弘人栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 ４０８＋ ６ 〃 ハナ ２５．７�
７１４ ケントヒーロー 牡２栗 ５５ 中舘 英二田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 ４７０－ ２１：１１．８１� ５．０
１２ セルリアンスバル 牡２芦 ５５ 荻野 琢真	イクタ 田中 章博 新冠 村本牧場 ４５６＋１２ 〃 クビ １７．５�
２３ コトブキゴールド 牡２鹿 ５５ 田中 博康尾上 松壽氏 金成 貴史 日高 藤本ファーム ４３６＋ ６ 〃 ハナ ３９．７�
３６ ミ ナ レ ッ ト 牝２鹿 ５４ 上野 翔	ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 ４５２＋ ６１：１１．９� １１０．８�
８１５ トルークマクト 牡２鹿 ５５ 嘉藤 貴行	ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４４０＋ ６１：１２．０	 ２６．６�
５９ カラダエーピー 牝２栗 ５４ 宮崎 北斗子安 裕樹氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４７０－ ２１：１２．２１� １１９．０�
１１ ワンツーステップ 牝２芦 ５４ 田中 勝春佐々木完二氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 ４２２＋ ２１：１２．３	 ７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５６９，５００円 複勝： ３１，０８８，６００円 枠連： １６，８１１，４００円

馬連： ５４，０４２，１００円 馬単： ３２，５８１，５００円 ワイド： ２４，３９２，１００円

３連複： ７６，５６７，９００円 ３連単： １２８，２７８，７００円 計： ３８４，３３１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７，２７０円 複 勝 � ５，１００円 � ４６０円 � ３１０円 枠 連（５－７） ４，５００円

馬 連 �� ８５，９６０円 馬 単 �� ２９６，８６０円

ワ イ ド �� １９，５７０円 �� １５，６６０円 �� １，９１０円

３ 連 複 ��� ３３４，３７０円 ３ 連 単 ��� ２，９５８，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２０５６９５ 的中 � ９３９（１６番人気）
複勝票数 計 ３１０８８６ 的中 � １３８３（１６番人気）� １８１２８（８番人気）� ３０３６１（４番人気）
枠連票数 計 １６８１１４ 的中 （５－７） ２７６３（２４番人気）
馬連票数 計 ５４０４２１ 的中 �� ４６４（９５番人気）
馬単票数 計 ３２５８１５ 的中 �� ８１（２１８番人気）
ワイド票数 計 ２４３９２１ 的中 �� ３０３（１０１番人気）�� ３７９（９２番人気）�� ３２２４（２９番人気）
３連複票数 計 ７６５６７９ 的中 ��� １６９（３８９番人気）
３連単票数 計１２８２７８７ 的中 ��� ３２（２６２４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．１―１２．２―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．０―４６．２―５８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアセルヴィス �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ショウナンカンプ デビュー ２０１２．６．２３ 函館１着

２０１０．５．１生 牡２鹿 母 アイリスモレア 母母 ユアアディクト ４戦２勝 賞金 ２２，３８５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 アイディンビュー号・アカノジュウロク号・インザチャーチ号・グランデタマ号・クリノチョモランマ号・

グレカーレ号・コスモアンダルシア号・サマリーズ号・ジェイケイホーム号・スイートドーナッツ号・ベラベラ号・
リアリティー号・ワンダービリーヴ号

（非抽選馬） １頭 デュルリアン号



３２０７１１１月１８日 晴 稍重 （２４福島３）第６日 第１１競走
近代競馬１５０周年記念

��
��２，０００�第４８回農林水産省賞典 福島記念（ＧⅢ）

発走１５時２０分 （芝・右）
３歳以上，２３．１１．１９以降２４．１１．１１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 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

３６ ダイワファルコン 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５０６－ ６１：５９．５ ４．９�

５９ アドマイヤタイシ 牡５黒鹿５４ 丸山 元気近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７４＋ ６１：５９．８２ １３．５�

８１６ ダ コ ー ル 牡４鹿 ５５ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０－ ４ 〃 ハナ ６．１�
１２ ヒットザターゲット 牡４栗 ５７ 大野 拓弥前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１０＋１０ 〃 ハナ １０．６�
６１２ ミッキーパンプキン 牡６鹿 ５５ 松山 弘平野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４５０＋ ４１：５９．９� １１．１�
４７ デ ル フ ォ イ 牡６鹿 ５５ 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 新冠 追分ファーム ４７２－ ２２：００．０� ６．２	
５１０ ドリームバスケット 牡５栗 ５５ 柴山 雄一セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム ４５４－ ６２：００．１� １７．４

２３ サンテミリオン 牝５黒鹿５４ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４７２－１２２：００．４２ ２２．５�
１１ キョウエイストーム 牡７芦 ５５ 村田 一誠田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４４８＋ ４２：００．６� １０４．６�
６１１ アスカクリチャン 牡５鹿 ５７ 田中 勝春栗本 博晴氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 ４９２± ０ 〃 クビ ６．６
３５ ケイアイドウソジン 牡６鹿 ５６ 中舘 英二 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ５００＋ ４ 〃 ハナ １３．０�
７１４ マイネルスターリー 牡７鹿 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 門別 野島牧場 ４７４－ ６２：００．９２ ７５．４�
７１３ ダンツホウテイ 牡７黒鹿５６ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 B４６６＋ ４２：０１．２１� ２２．２�
８１５� エックスダンス 牡７鹿 ５３ 宮崎 北斗吉田 和美氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ５２０－ ６ 〃 ハナ ４８．８�
４８ キングトップガン 牡９鹿 ５５ 津村 明秀池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ５０２＋ ４２：０１．３� １６６．５�
２４ サトノタイガー 牡４黒鹿５５ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４６８－ ８２：０１．４� ２０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５９，１６４，６００円 複勝： ９７，４５１，２００円 枠連： ６４，６８１，８００円

馬連： ３１０，８１３，８００円 馬単： １３３，２０６，９００円 ワイド： １０３，１４５，４００円

３連複： ４３４，５５４，２００円 ３連単： ６９７，７９７，５００円 計： １，９００，８１５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２００円 � ３５０円 � ２００円 枠 連（３－５） １，６９０円

馬 連 �� ３，９２０円 馬 単 �� ６，４５０円

ワ イ ド �� １，４３０円 �� ６３０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� ８，１６０円 ３ 連 単 ��� ４４，３３０円

票 数

単勝票数 計 ５９１６４６ 的中 � ９５７２７（１番人気）
複勝票数 計 ９７４５１２ 的中 � １４２４９８（１番人気）� ６２４７５（６番人気）� １４１２５６（２番人気）
枠連票数 計 ６４６８１８ 的中 （３－５） ３０２０６（７番人気）
馬連票数 計３１０８１３８ 的中 �� ６２３８７（１６番人気）
馬単票数 計１３３２０６９ 的中 �� １５２４７（２０番人気）
ワイド票数 計１０３１４５４ 的中 �� １８６０３（１５番人気）�� ４５０６９（１番人気）�� １７６１１（１７番人気）
３連複票数 計４３４５５４２ 的中 ��� ３９３４１（２３番人気）
３連単票数 計６９７７９７５ 的中 ��� １１６１９（１０６番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．３―１１．５―１２．５―１２．６―１２．７―１１．８―１１．８―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．０―２３．３―３４．８―４７．３―５９．９―１：１２．６―１：２４．４―１：３６．２―１：４７．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイワファルコン �
�
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 ２００９．１１．２８ 東京３着

２００７．３．２５生 牡５鹿 母 ダイワルージュ 母母 スカーレットブーケ ２６戦７勝 賞金 ２１０，５５８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１１頭 イケドラゴン号・ヴィクトリースター号・ギンザボナンザ号・ゴールスキー号・シンボリボルドー号・

ニシノメイゲツ号・ネオサクセス号・マーブルデイビー号・メイショウクオリア号・モンテエン号・
ヤマニンウイスカー号

３２０７２１１月１８日 晴 稍重 （２４福島３）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�

そ う ま

相 馬 特 別
発走１５時５５分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１６ カイシュウタビビト 牡３芦 ５６ 佐藤 哲三飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 秋田牧場 ４９６＋ ８１：１０．１ １８．０�

８１５ ナガレボシイチバン 牡５鹿 ５７ 伊藤 工真尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 小倉 光博 ４７０± ０ 〃 クビ １１１．０�
２３ ビットスターダム 牡４芦 ５７ 太宰 啓介馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４６６－ ４ 〃 ハナ １２．３�
１１ サウスビクトル 牡３黒鹿５６ 田中 勝春南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 ４５６－ ２１：１０．２� ５．４�
６１２ サンライズポパイ 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４６０＋ ２１：１０．３� １１．７�
２４ エーシンブルバード 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 ５１０－ ２ 〃 クビ １７．３�
７１３ アードバーク 牡３鹿 ５６ 菅原 隆一石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 三栄牧場 ４５６－ ８１：１０．４� ９１．９	
５１０ ショウナンサンガ 	６黒鹿５７ 大野 拓弥
湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４５８＋ ８１：１０．６１
 ８２．０�
４８ イントゥザブルー 牡３鹿 ５６ 上村 洋行木村 直樹氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４７２＋ ２ 〃 クビ ２．５�
７１４ ゾ ク ゾ ク 	３鹿 ５６ 松山 弘平中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 中村 和夫 B４５２＋ ２１：１０．８１
 ８．９
６１１ ツヨシノブルーム 牡３芦 ５６ 丹内 祐次横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８２－ ６１：１０．９� ７．４�
３５ スピードルーラー 牡３鹿 ５６ 中舘 英二嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 ５１４＋３４１：１１．０クビ ２２．５�
１２ ケープジャスミン 牝３芦 ５４ 鮫島 良太�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８－ ６ 〃 クビ ９４．６�
３６ � シンボリゾンネ 牡４栗 ５７ 津村 明秀シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ５３６－１２１：１１．１クビ ２８．５�
４７ ゴールデンポケット 牝３栗 ５４ 田中 博康小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 ４４６－ ４１：１１．８４ １４１．５�
５９ �� ア レ ア レ ア 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎田所 英子氏 小笠 倫弘 英 Miss E.

Tadokoro B４４６＋ ８１：１２．０１ １５１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，４１５，８００円 複勝： ３２，１２９，６００円 枠連： １６，４８５，９００円

馬連： ５６，６５７，１００円 馬単： ３６，９６３，１００円 ワイド： ２３，８５３，１００円

３連複： ８１，３４６，９００円 ３連単： １５３，７３８，８００円 計： ４２３，５９０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８００円 複 勝 � ５２０円 � ３，４７０円 � ４８０円 枠 連（８－８） ３１，９４０円

馬 連 �� ５１，６９０円 馬 単 �� １０５，７４０円

ワ イ ド �� １３，２７０円 �� ２，０７０円 �� ２０，４３０円

３ 連 複 ��� １８６，４５０円 ３ 連 単 ��� １，２０７，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２２４１５８ 的中 � ９８５３（８番人気）
複勝票数 計 ３２１２９６ 的中 � １６９７６（７番人気）� ２２１３（１５番人気）� １８９１７（６番人気）
枠連票数 計 １６４８５９ 的中 （８－８） ３８１（３４番人気）
馬連票数 計 ５６６５７１ 的中 �� ８０９（７２番人気）
馬単票数 計 ３６９６３１ 的中 �� ２５８（１４３番人気）
ワイド票数 計 ２３８５３１ 的中 �� ４３８（７８番人気）�� ２９０７（２５番人気）�� ２８４（１０２番人気）
３連複票数 計 ８１３４６９ 的中 ��� ３２２（２５２番人気）
３連単票数 計１５３７３８８ 的中 ��� ９４（１４９９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．３―１１．９―１１．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．３―４６．２―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カイシュウタビビト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 El Prado デビュー ２０１１．９．４ 札幌５着

２００９．３．２３生 牡３芦 母 クリスティーナサンチェス 母母 Cope’s Light １２戦２勝 賞金 ２０，１８１，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アイビーフォールド号・シェルエメール号・スズカサクセス号・セルリアンレッド号・トランドネージュ号・

トーセンマグナム号・ニュアージゲラン号・ブラックウィドー号・ヤマノグラス号・ヨアケ号
（非抽選馬） １頭 シベリアンソアー号

３レース目
対象レース



（２４福島３）第６日 １１月１８日（日曜日） 雨一時曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

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

２３０，２９０，０００円
５，６１０，０００円
２，０２０，０００円
２１，２８０，０００円
６３，３３６，０００円
５，１６０，０００円
１，８０４，８００円

勝馬投票券売得金
２１９，６９１，９００円
３４９，５３７，２００円
１７６，４５９，４００円
６５０，５９１，７００円
３７５，３４７，６００円
２７４，３５１，７００円
９２９，３３７，７００円
１，５３１，１５９，９００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 ４，５０６，４７７，１００円

総入場人員 １７，１６８名 （有料入場人員 ）



平成２４年度 第３回福島競馬 総計

競走回数 ７２回 出走延頭数 １，０７６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

１，０５５，４４０，０００円
２，０８０，０００円
３０，９１０，０００円
１１，１１０，０００円
９７，０２０，０００円
３５８，６８１，０００円
２８，１７０，０００円
１０，３２９，６００円

勝馬投票券売得金
１，１１８，２０５，４００円
１，８４５，６１３，４００円
８４５，３２１，０００円
２，７１９，８６４，７００円
１，８２５，０６７，１００円
１，２６０，２５０，５００円
３，８８４，１２３，１００円
６，８６７，４９０，２００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 ２０，３６５，９３５，４００円

総入場延人員 ６６，０１９名 （有料入場延人員 ３７，１８４名）


