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3002511月7日 晴 良 （27福島3）第3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

712 メイショウダッサイ 牡2黒鹿 55
53 △義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 482－221：48．8 69．5�

611 アルセナーレ 牝2鹿 54 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 492± 0 〃 ハナ 4．7�
11 コスモカナディアン 牡2鹿 55 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 458＋ 61：48．9� 3．3�
814 ナポレオンズワード 牡2黒鹿55 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新冠 岩見牧場 490－ 61：49．64 9．9�
46 サンアンダーソン 牡2栗 55 岩部 純二加藤 信之氏 岩戸 孝樹 様似 様似共栄牧場 536± 01：50．02� 5．5	
35 マジックダイオウ 牡2栗 55 小坂 忠士�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 458± 01：50．21� 73．7

713 ディーエスレヴュー 牡2栗 55 横山 和生秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 大道牧場 458－ 41：50．51� 66．3�
23 ウインバーニング 牡2鹿 55

52 ▲井上 敏樹�ウイン 武市 康男 新冠 中本牧場 460＋101：50．6� 15．1�
58 トーキョーキッド 牡2栗 55 吉田 隼人町田 武氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 452＋ 41：50．92 5．8
59 シゲルチヌダイ 牝2黒鹿54 津村 明秀森中 蕃氏 伊藤 正徳 青森 大前 典男 446± 0 〃 アタマ 200．5�
47 セプテンバーダイナ 牝2鹿 54 藤懸 貴志﨑川美枝子氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510－ 41：51．0� 11．5�
610 アドマイヤデライト 牡2黒鹿55 国分 恭介近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 520＋28 〃 ハナ 23．5�
815 サンカーニー 牝2芦 54

51 ▲木幡 初也加藤 信之氏 高橋 文雅 新ひだか 米田 和子 452＋ 21：51．2� 130．0�
22 シゲルカンパチ 牡2鹿 55

52 ▲加藤 祥太森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 坂 牧場 456± 01：52．15 42．7�
34 パイナップルキング 牡2栗 55 伊藤 工真田頭 勇貴氏 奥村 武 新ひだか 金 宏二 460＋201：54．6大差 65．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 10，681，100円 複勝： 16，299，500円 枠連： 7，180，100円
馬連： 24，452，200円 馬単： 14，638，800円 ワイド： 15，616，400円
3連複： 39，000，100円 3連単： 49，820，000円 計： 177，688，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，950円 複 勝 � 1，740円 � 190円 � 150円 枠 連（6－7） 3，540円

馬 連 �� 15，050円 馬 単 �� 35，070円

ワ イ ド �� 3，760円 �� 4，900円 �� 440円

3 連 複 ��� 15，010円 3 連 単 ��� 115，390円

票 数

単勝票数 計 106811 的中 � 1228（12番人気）
複勝票数 計 162995 的中 � 1620（13番人気）� 24075（4番人気）� 36130（1番人気）
枠連票数 計 71801 的中 （6－7） 1570（14番人気）
馬連票数 計 244522 的中 �� 1259（39番人気）
馬単票数 計 146388 的中 �� 313（87番人気）
ワイド票数 計 156164 的中 �� 1010（37番人気）�� 772（45番人気）�� 10141（2番人気）
3連複票数 計 390001 的中 ��� 1948（44番人気）
3連単票数 計 498200 的中 ��� 313（343番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．4―43．4―56．6―1：09．3―1：22．3―1：35．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウダッサイ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2015．9．27 阪神8着

2013．4．8生 牡2黒鹿 母 スズカブルーム 母母 イエローブルーム 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 メイショウダッサイ号の騎手義英真は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パイナップルキング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月7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。
（非抽選馬） 2頭 ゴールドエーカー号・ヤマニンアルルカン号

3002611月7日 晴 良 （27福島3）第3日 第2競走 ��2，000�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
1：59．9
1：59．8

良
良

22 ウインテンダネス 牡2栗 55
52 ▲加藤 祥太�ウイン 日吉 正和 新冠 アサヒ牧場 476＋ 42：01．7 18．5�

33 レーヌドコロール 牝2黒鹿54 吉田 隼人 �シルクレーシング 角田 晃一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470± 02：02．02 5．6�

11 ルーレットクイーン 牝2栗 54
51 ▲井上 敏樹黒川 哲美氏 武井 亮 浦河 昭和牧場 432－ 2 〃 クビ 7．8�

710 サンホッブズ 牡2鹿 55 古川 吉洋加藤 信之氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 462－ 42：02．1クビ 8．0�
813 スモモチャン 牝2栗 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 436－ 22：02．31� 21．7	
69 ダンツペレット 牡2芦 55

52 ▲�島 克駿山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 484＋ 62：02．62 3．4

812 アーススピード 牡2栃栗 55

53 △義 英真松山 増男氏 加藤 敬二 白老 習志野牧場 468± 02：02．7� 31．4�
56 コスモラフム 牡2栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム 452－ 42：03．01� 57．5�
45 リキッドブルー 牡2鹿 55 石橋 脩青芝商事� 西村 真幸 安平 �橋本牧場 450－ 62：03．1クビ 19．6
44 コスモライフワーク 牡2鹿 55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 コスモヴューファーム 466＋102：03．31 116．0�
711 シゲルシーラカンス 牡2黒鹿55 菱田 裕二森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 �川 啓一 472－ 22：03．51� 5．0�
57 ス リ ー バ ゴ 牡2青鹿55 柴田 未崎永井商事� 坪 憲章 むかわ 新井牧場 474＋ 2 〃 クビ 108．2�
68 ド ゥ ス ー ル 牝2鹿 54 津村 明秀宮川 純造氏 武藤 善則 浦河 富田牧場 480－ 22：04．03 8．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 10，969，500円 複勝： 17，254，000円 枠連： 7，679，600円
馬連： 23，018，400円 馬単： 14，029，200円 ワイド： 14，780，600円
3連複： 32，238，200円 3連単： 41，676，200円 計： 161，645，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 370円 � 210円 � 350円 枠 連（2－3） 3，460円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 11，910円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 1，860円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 7，960円 3 連 単 ��� 60，910円

票 数

単勝票数 計 109695 的中 � 4741（7番人気）
複勝票数 計 172540 的中 � 11142（7番人気）� 24524（3番人気）� 12246（6番人気）
枠連票数 計 76796 的中 （2－3） 1718（15番人気）
馬連票数 計 230184 的中 �� 4467（17番人気）
馬単票数 計 140292 的中 �� 883（53番人気）
ワイド票数 計 147806 的中 �� 2727（18番人気）�� 2013（25番人気）�� 3555（13番人気）
3連複票数 計 322382 的中 ��� 3037（29番人気）
3連単票数 計 416762 的中 ��� 496（230番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．2―12．5―12．5―11．7―12．2―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．3―34．9―47．1―59．6―1：12．1―1：23．8―1：36．0―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインテンダネス �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 マジックマイルズ デビュー 2015．7．19 中京9着

2013．3．7生 牡2栗 母 モエレメルシー 母母 ブライトサンディー 4戦1勝 賞金 6，250，000円

第３回 福島競馬 第３日



3002711月7日 晴 良 （27福島3）第3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

11 エグランティーナ 牝3黒鹿53 吉田 隼人村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 518± 01：46．8 2．7�
59 ル ア ノ ヴ ァ 牝4鹿 55 川須 栄彦�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422－ 61：46．9� 27．3�
46 � ラゴディラゴライ 牝5鹿 55 石橋 脩佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498＋101：47．11� 17．7�
712 デューイハミテージ 牝3鹿 53 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新ひだか 池田牧場 446± 01：47．41� 38．7�
815 ザ マ ン ダ 牝4青鹿55 田中 博康 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋121：47．72 6．4�
58 ディオーサシチー 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 478＋ 21：47．8クビ 27．5	
814 アイヅラブリー 牝4鹿 55 杉原 誠人真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム B470± 0 〃 アタマ 161．7

713 エヴォリューション 牝4鹿 55

52 ▲加藤 祥太岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 478－ 41：48．01� 5．1�
47 コウセイマユヒメ 牝4鹿 55 丸山 元気杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 448－ 2 〃 クビ 21．5�
34 ゲットクローサー 牝3青鹿 53

50 ▲�島 克駿 サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 522＋101：48．42� 4．3�
610 テ イ ア 牝3鹿 53 西村 太一ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 424－ 21：48．61 157．8�
35 ローズオヌットゥ 牝4鹿 55

53 △義 英真栗山 良子氏 土田 稔 平取 北島牧場 380－201：48．92 101．3�
22 シンキングジョリー 牝3鹿 53 勝浦 正樹佐藤 雄司氏 田島 俊明 新冠 浜口牧場 492－ 81：49．1� 15．5�
611 ビッグダージリン 牝5鹿 55 嘉藤 貴行関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 B480－ 81：49．63 106．2�
23 � グレイスビクトリア 牝4栗 55 津村 明秀飯田 良枝氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 456＋281：49．91� 121．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，601，400円 複勝： 19，959，200円 枠連： 8，825，400円
馬連： 24，606，800円 馬単： 15，247，900円 ワイド： 17，049，600円
3連複： 35，427，100円 3連単： 46，578，800円 計： 182，296，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 580円 � 440円 枠 連（1－5） 1，590円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 800円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 8，930円 3 連 単 ��� 40，390円

票 数

単勝票数 計 146014 的中 � 42796（1番人気）
複勝票数 計 199592 的中 � 55480（1番人気）� 6786（9番人気）� 9469（6番人気）
枠連票数 計 88254 的中 （1－5） 4287（7番人気）
馬連票数 計 246068 的中 �� 7316（9番人気）
馬単票数 計 152479 的中 �� 3056（13番人気）
ワイド票数 計 170496 的中 �� 4287（10番人気）�� 5657（6番人気）�� 1219（37番人気）
3連複票数 計 354271 的中 ��� 2973（27番人気）
3連単票数 計 465788 的中 ��� 836（120番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．7―42．4―55．3―1：07．8―1：20．4―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

エグランティーナ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．6．28 東京6着

2012．3．5生 牝3黒鹿 母 ステラマリス 母母 ステラマドリッド 16戦2勝 賞金 25，290，000円
〔制裁〕 ルアノヴァ号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※テイア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3002811月7日 曇 良 （27福島3）第3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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム2：57．4良

68 ウソハッピャク 牡3栗 58 五十嵐雄祐小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 476± 03：01．5 2．9�
67 ウインイルソーレ 牡4鹿 60 石神 深一�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 488＋ 43：01．82 3．0�
812 レッドフォルツァ �6鹿 60 上野 翔 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 B490－123：02．01� 8．5�
44 メイショウオヤシオ �3栗 58 白浜 雄造松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 460＋ 83：02．42� 6．2�
79 スズカシャトル 牡4鹿 60 林 満明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 市川牧場 496＋143：02．61� 27．2�
22 ワールドカップ 牡3黒鹿58 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 468＋ 63：02．91� 11．3	
55 シベリアンタイガー �4鹿 60 草野 太郎岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 466＋ 43：03．85 10．1

710 ゼイロングトゥビー 牝3青鹿56 山本 康志加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 432± 03：04．43� 140．3�
11 � リネンハイブリット 牡7栗 60 蓑島 靖典戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 456－ 43：06．8大差 99．2�
56 ヒ ダ マ リ 牡3青鹿58 江田 勇亮内田 玄祥氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 474－ 23：07．01� 102．7
811 ジョージジョージ 牡5栗 60 大江原 圭北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 456± 03：07．74 21．1�
33 シゲルアオイマツリ 牡3黒鹿58 黒岩 悠森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 484＋203：12．9大差 63．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 9，616，900円 複勝： 10，354，600円 枠連： 7，339，800円
馬連： 17，778，700円 馬単： 12，878，000円 ワイド： 10，719，100円
3連複： 27，215，800円 3連単： 43，250，100円 計： 139，153，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 130円 � 200円 枠 連（6－6） 510円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 220円 �� 450円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 4，160円

票 数

単勝票数 計 96169 的中 � 25841（1番人気）
複勝票数 計 103546 的中 � 20247（2番人気）� 22317（1番人気）� 10769（5番人気）
枠連票数 計 73398 的中 （6－6） 11108（2番人気）
馬連票数 計 177787 的中 �� 26408（1番人気）
馬単票数 計 128780 的中 �� 8939（2番人気）
ワイド票数 計 107191 的中 �� 14601（1番人気）�� 5601（4番人気）�� 5535（5番人気）
3連複票数 計 272158 的中 ��� 18278（2番人気）
3連単票数 計 432501 的中 ��� 7529（4番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 50．0－3F 37．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウソハッピャク �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．11．23 京都8着

2012．5．29生 牡3栗 母 ウ ソ ツ キ 母母 マザーテープ 障害：4戦1勝 賞金 9，800，000円



3002911月7日 曇 良 （27福島3）第3日 第5競走 ��3，350�サラブレッド系障害3歳以上
発走12時10分 （ 芝 ）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：39．0良

66 テイエムオペラドン 牡6鹿 61 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 476± 03：43．7 6．7�
22 ラ ス テ ラ 牝4鹿 58 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 480＋ 43：43．8� 6．5�
811 ダンツメガヒット �3栗 58 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 488－ 4 〃 クビ 2．3�
78 エ ー ス ワ ン 牡4鹿 60 小野寺祐太榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 486＋ 63：44．75 86．8�
44 ウメジマダイオー 牡6鹿 60 石神 深一村田 滋氏 星野 忍 平取 高橋 啓 512＋ 43：45．02 25．2�
67 � カシノデューク 牡6栗 60 蓑島 靖典柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 494－ 23：45．21� 45．1�
33 クラウンデピュティ 牡4芦 60 金子 光希矢野 恭裕氏 金成 貴史 新ひだか 高橋 修 510＋ 63：45．73 16．9	
810 メジロサンノウ 牡7黒鹿62 五十嵐雄祐岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞	湖 メジロ牧場 B464＋ 23：45．8
 5．1

11 メイショウセイウン 牡4栗 60 植野 貴也松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 490－ 23：46．22� 8．5�
55 マイネルゼーラフ 牡4青鹿60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 494＋ 43：46．41� 30．6
79 � アラビアンドラゴン �5芦 60 平沢 健治吉田 勝利氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 430± 03：48．9大差 20．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 10，711，500円 複勝： 12，937，200円 枠連： 8，212，200円
馬連： 20，315，500円 馬単： 13，955，800円 ワイド： 12，835，300円
3連複： 33，219，000円 3連単： 51，104，600円 計： 163，291，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 190円 � 110円 枠 連（2－6） 2，360円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 650円 �� 340円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 13，520円

票 数

単勝票数 計 107115 的中 � 12776（4番人気）
複勝票数 計 129372 的中 � 11971（5番人気）� 14034（4番人気）� 43437（1番人気）
枠連票数 計 82122 的中 （2－6） 2695（8番人気）
馬連票数 計 203155 的中 �� 6801（10番人気）
馬単票数 計 139558 的中 �� 1843（19番人気）
ワイド票数 計 128353 的中 �� 4615（6番人気）�� 9925（3番人気）�� 10509（2番人気）
3連複票数 計 332190 的中 ��� 13476（4番人気）
3連単票数 計 511046 的中 ��� 2739（41番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 51．7－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムオペラドン �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．10．8 京都10着

2009．3．13生 牡6鹿 母 テイエムオーシャン 母母 リヴァーガール 障害：7戦3勝 賞金 34，700，000円

3003011月7日 曇 良 （27福島3）第3日 第6競走 1，700�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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

814 スズカリバー 牡3鹿 55
52 ▲井上 敏樹永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486＋101：47．5 4．5�

46 マイネルボルソー 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 476－ 2 〃 クビ 3．0�

23 エクセレントビュー 牝4青鹿 55
52 ▲伴 啓太 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 462＋ 21：47．82 10．3�

713 トミケンシェルフ 牡3栗 55 吉田 隼人冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 482－ 21：47．9クビ 6．7�
610 レイズオブザサン 牡6黒鹿57 藤懸 貴志吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 454＋ 21：48．0� 13．0	
47 � レオナビゲート 牡4黒鹿57 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 484＋ 61：48．31� 14．7

59 チャップリン 牡3黒鹿55 菱田 裕二髙瀬 真尚氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 470－ 81：48．51� 27．0�
58 ク レ オ ー ル 牝3栗 53 津村 明秀 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 450＋ 81：48．6� 12．7�
11 ハイフロンティア 牡5鹿 57 丸山 元気 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 488－141：49．02� 45．2
815 ワキノハガクレ 牡3黒鹿55 川須 栄彦脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 420± 01：49．1クビ 17．4�
35 � パイストロピカル 牝4鹿 55 西村 太一�ミルファーム 根本 康広 浦河 ミルファーム 450－ 41：49．2� 308．6�
22 � カンタベリーバロン 牡3鹿 55

52 ▲加藤 祥太峰 哲馬氏 二本柳俊一 新冠 佐藤 静子 462－171：49．41 128．8�
712 トウカイララバイ 牝3鹿 53 勝浦 正樹内村 正則氏 村山 明 平取 二風谷ファーム 494＋ 21：49．61� 67．6�
34 ゲームフェイス 牡5芦 57

55 △義 英真宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 B536－121：49．7� 13．2�
611 スイートガーデン 牝4鹿 55 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 B500－ 21：51．4大差 79．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，700，500円 複勝： 23，557，300円 枠連： 9，908，100円
馬連： 30，461，800円 馬単： 17，087，200円 ワイド： 19，800，200円
3連複： 43，407，600円 3連単： 54，963，600円 計： 214，886，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 130円 � 260円 枠 連（4－8） 530円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 390円 �� 850円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 12，280円

票 数

単勝票数 計 157005 的中 � 27594（2番人気）
複勝票数 計 235573 的中 � 38540（2番人気）� 57615（1番人気）� 17401（6番人気）
枠連票数 計 99081 的中 （4－8） 14424（1番人気）
馬連票数 計 304618 的中 �� 27888（1番人気）
馬単票数 計 170872 的中 �� 8178（2番人気）
ワイド票数 計 198002 的中 �� 13810（1番人気）�� 5649（10番人気）�� 7881（5番人気）
3連複票数 計 434076 的中 ��� 10842（3番人気）
3連単票数 計 549636 的中 ��� 3243（13番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．6―42．6―55．9―1：09．0―1：21．8―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカリバー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2014．11．15 福島4着

2012．3．20生 牡3鹿 母 リバティーベル 母母 ク ラ リ ッ サ 10戦2勝 賞金 16，850，000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 メイショウユメハチ号



3003111月7日 曇 良 （27福島3）第3日 第7競走 1，150�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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 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

816 メランコリア 牝3栗 54 西村 太一�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 468－ 41：08．6 15．0�
11 ジュエルアラモード 牝3栗 54 嘉藤 貴行西川 礦氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 500－ 21：09．23� 8．1�
36 アスターペニー 牝3鹿 54 国分 恭介加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 450－ 4 〃 クビ 22．6�
612 ミカルベウス 牝4芦 55 吉田 隼人尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 484－ 8 〃 ハナ 11．2�
510 モンサンビアンカ 牝3芦 54

51 ▲木幡 初也山下 新一氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 450± 01：09．3� 4．6�
47 オリエンタルダンス 牝3黒鹿 54

51 ▲�島 克駿 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444＋ 21：09．51� 1．9	

35 テイエムステータス 牝4鹿 55 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 496± 0 〃 クビ 35．0

815� アシドベリー 牝3鹿 54

52 △義 英真�槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 450＋ 4 〃 ハナ 197．6�
12 シゲルミマサカ 牝4青鹿 55

52 ▲加藤 祥太森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 428－ 21：09．6� 28．3�
611 レモンイエロー 牝3鹿 54 川須 栄彦青芝商事 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 440＋281：09．7クビ 39．5�
59 キャプレット 牝3栗 54 勝浦 正樹前田 幸治氏 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 4 〃 クビ 51．0�
714 ヤマタケマツリ 牝3鹿 54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 41：09．8クビ 100．2�
713 サンマルメジャール 牝3鹿 54 菱田 裕二相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 456＋101：09．9� 46．0�
24 � ワイエムテイラー 牝4鹿 55 丸山 元気�サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 川端 英幸 488－101：10．0クビ 28．3�
23 カ レ リ ア 牝3栃栗 54

51 ▲井上 敏樹 H.R.H．プリンセス・ハヤ 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450－ 2 〃 アタマ 36．9�

48 セカイノカナ 牝5芦 55 原田 和真泉 一郎氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本牧場 444－ 81：11．9大差 260．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，676，500円 複勝： 20，762，100円 枠連： 7，968，700円
馬連： 29，335，800円 馬単： 16，775，900円 ワイド： 17，349，000円
3連複： 39，416，600円 3連単： 55，571，500円 計： 203，856，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 410円 � 280円 � 420円 枠 連（1－8） 4，800円

馬 連 �� 8，460円 馬 単 �� 15，430円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 4，200円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 42，050円 3 連 単 ��� 300，660円

票 数

単勝票数 計 166765 的中 � 8892（5番人気）
複勝票数 計 207621 的中 � 12975（5番人気）� 20887（3番人気）� 12351（6番人気）
枠連票数 計 79687 的中 （1－8） 1285（17番人気）
馬連票数 計 293358 的中 �� 2685（25番人気）
馬単票数 計 167759 的中 �� 815（45番人気）
ワイド票数 計 173490 的中 �� 1999（21番人気）�� 1054（39番人気）�� 2102（20番人気）
3連複票数 計 394166 的中 ��� 703（113番人気）
3連単票数 計 555715 的中 ��� 134（706番人気）

ハロンタイム 9．4―10．6―11．2―11．5―12．5―13．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．0―31．2―42．7―55．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メランコリア �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．8．17 新潟7着

2012．4．22生 牝3栗 母 フレンチポップス 母母 マグネテック 14戦2勝 賞金 18，450，000円
〔発走状況〕 セカイノカナ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 セカイノカナ号は，平成27年11月8日から平成27年12月7日まで出走停止。停止期間の満了後に

開催競馬場で発走調教再審査。
※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 アイファーハート号・リンガスヴィグラス号
（非抽選馬） 1頭 マダムアグライア号

3003211月7日 曇 良 （27福島3）第3日 第8競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （芝・右）

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

611 スマートカルロス 牡3鹿 56
53 ▲�島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 468± 01：08．5 5．7�

612 コスモマイルール 牝4栗 55
52 ▲井上 敏樹岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 436－ 4 〃 アタマ 15．3�

510� スリーネルソン �5黒鹿57 森 一馬永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 480± 0 〃 アタマ 82．3�
24 � オ ウ ノ ミ チ 牡4黒鹿 57

54 ▲加藤 祥太小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 472＋141：08．6クビ 10．2�
713 コスモイノセント 牡4青鹿 57

54 ▲伴 啓太鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 468－ 2 〃 クビ 5．4�
714 ケントヒーロー 牡5栗 57 花田 大昂田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 488± 01：08．7� 19．7	
48 イ ス ル ギ 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 初也山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン
ズファーム 448± 01：08．8クビ 22．2


36 メイショウキリサメ 牡3黒鹿 56
54 △義 英真松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 B488＋ 4 〃 ハナ 4．9�

59 ニナフェアリー 牝4鹿 55 横山 和生 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 452－ 2 〃 クビ 7．3�
816 ヴァッフシュテルケ 牡4青鹿57 中井 裕二宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 452－101：09．01� 40．2�
815 ゴールドアロー 牡4栗 57 嶋田 純次�ラ・メール 奥村 武 新ひだか 前川 隆則 520＋10 〃 ハナ 54．2�
12 カレンヴィットリア 牡4黒鹿57 藤懸 貴志鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B494＋ 2 〃 ハナ 33．0�
35 シュヴァリエ 牝4栗 55 小野寺祐太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか カントリー牧場 450＋ 2 〃 ハナ 32．0�
11 シュンクルーズ 牡3黒鹿56 西村 太一村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 452± 01：09．21� 6．9�
47 ジャストザオネスト 牡5黒鹿57 平野 優ジャスト・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 B486－ 81：09．52 42．7�
23 アグネスキング 牡4黒鹿57 菅原 隆一渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 520－ 21：09．6クビ 105．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，148，300円 複勝： 20，243，200円 枠連： 10，529，200円
馬連： 33，079，200円 馬単： 15，575，400円 ワイド： 20，671，100円
3連複： 47，869，800円 3連単： 63，240，000円 計： 226，356，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 250円 � 470円 � 1，870円 枠 連（6－6） 4，480円

馬 連 �� 4，030円 馬 単 �� 6，430円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 6，210円 �� 14，320円

3 連 複 ��� 104，060円 3 連 単 ��� 344，720円

票 数

単勝票数 計 151483 的中 � 21078（3番人気）
複勝票数 計 202432 的中 � 24981（3番人気）� 11049（7番人気）� 2431（15番人気）
枠連票数 計 105292 的中 （6－6） 1819（20番人気）
馬連票数 計 330792 的中 �� 6350（16番人気）
馬単票数 計 155754 的中 �� 1815（23番人気）
ワイド票数 計 206711 的中 �� 3649（15番人気）�� 849（60番人気）�� 366（97番人気）
3連複票数 計 478698 的中 ��� 345（285番人気）
3連単票数 計 632400 的中 ��� 133（1160番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―10．9―11．2―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．5―44．7―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．0
3 ・（9，14，15）16（4，7）－（3，11）13（2，5）（6，12）（1，8）10 4 ・（9，14）（4，15，16）7（3，11，13）（2，5，12）6（1，8）10

勝馬の
紹 介

スマートカルロス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．11．29 京都1着

2012．5．18生 牡3鹿 母 シュガーキャンディ 母母 ダイナシユガー 11戦2勝 賞金 22，795，000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 エクスシア号・ハプスブルク号



3003311月7日 曇 良 （27福島3）第3日 第9競走 ��1，150�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

714 ブリンディス 牡3青鹿56 中谷 雄太新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム B508－121：08．9 3．8�
12 � フライングニンバス 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿橋元 勇氣氏 野中 賢二 米 Glendalough
LLC 504－ 61：09．21� 4．0�

24 ユキノマルガリータ 牝5鹿 55 吉田 隼人井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 2 〃 ハナ 86．0�
612� ドラゴンスパン 牡4黒鹿 57

55 △義 英真窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine
Farm & Darley 484＋ 2 〃 ハナ 5．9�

59 � セ ト ア ロ ー 牡4鹿 57 石橋 脩難波 澄子氏 森 秀行 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

528＋ 1 〃 クビ 5．9�
611 フジゴウカイ 牡3黒鹿56 横山 和生荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 対馬 正 490－ 21：09．41	 17．1�
815 ニシノイナズマ 牡4芦 57 黛 弘人西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 484－ 2 〃 アタマ 33．2	
23 
 シ ン サ ン 牡4栗 57

54 ▲井上 敏樹上野 直樹氏 伊藤 大士 新ひだか 三宅牧場 B500＋ 61：09．61	 123．1

11 � ハーランズロマン 牝3黒鹿54 丸山 元気林 正道氏 斎藤 誠 米 WinStar

Farm, LLC B484－ 41：09．81 9．4�
35 スマートストリーム 牡4鹿 57 津村 明秀大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 浦河日成牧場 526＋ 6 〃 クビ 12．0�
713 メモリーレーン 牝4栗 55 川島 信二 シルクレーシング 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B472＋ 41：09．9� 50．0�
48 
 スズカロードスター 牡5鹿 57 二本柳 壮永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 466－ 41：10．21� 47．3�
816�
 エーシンサミット 牡5黒鹿57 丹内 祐次野谷 美千氏 武市 康男 米 Centaur

Farms, Inc. 532－221：10．3クビ 100．1�
510 フジマサジャンボ 牡3青鹿56 宮崎 北斗藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド 442－ 41：10．72� 299．0�
36 � ピュアリーソリッド 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Winches-
ter Farm 450－101：11．55 19．2�

47 
 ルーナヴェント 牡3鹿 56 菱田 裕二中西 功氏 谷原 義明 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500－171：12．56 132．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，707，500円 複勝： 24，480，000円 枠連： 12，277，500円
馬連： 35，817，400円 馬単： 19，272，100円 ワイド： 20，991，000円
3連複： 47，597，600円 3連単： 66，856，900円 計： 244，000，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 210円 � 1，220円 枠 連（1－7） 660円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 350円 �� 4，040円 �� 4，470円

3 連 複 ��� 22，040円 3 連 単 ��� 98，920円

票 数

単勝票数 計 167075 的中 � 34429（1番人気）
複勝票数 計 244800 的中 � 48556（1番人気）� 31602（4番人気）� 3756（12番人気）
枠連票数 計 122775 的中 （1－7） 14222（1番人気）
馬連票数 計 358174 的中 �� 32893（1番人気）
馬単票数 計 192721 的中 �� 7321（2番人気）
ワイド票数 計 209910 的中 �� 17793（1番人気）�� 1237（42番人気）�� 1115（47番人気）
3連複票数 計 475976 的中 ��� 1619（74番人気）
3連単票数 計 668569 的中 ��� 490（328番人気）

ハロンタイム 9．3―10．7―11．1―12．0―12．3―13．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．3―20．0―31．1―43．1―55．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブリンディス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．2．14 京都5着

2012．3．27生 牡3青鹿 母 アジアンプリンセス 母母 Golden Aster 9戦2勝 賞金 20，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スリーヴェスタ号・セイウンアワード号

3003411月7日 曇 良 （27福島3）第3日 第10競走 ��2，000�
み は る こ ま

三 春 駒 特 別
発走14時50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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

23 ギブアンドテイク 牡4栗 57 古川 吉洋嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 488－ 62：01．3 13．8�
35 ロードグリッター 牡3栗 55 津村 明秀 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 488－ 6 〃 ハナ 8．7�
713 ヴァンデミエール 牝4鹿 55 西村 太一�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 2 〃 クビ 19．9�
611 サブライムカイザー 牡3鹿 55 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 496± 02：01．4クビ 3．7�
59 マイネルランスタン 牡5栗 57 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 22：01．5� 120．1	
58 キネオワールド 牡4黒鹿57 勝浦 正樹吉田 千津氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 458－10 〃 クビ 12．7

22 キッスアフィニティ 牡3黒鹿55 石橋 脩 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 516± 02：01．6クビ 4．8�
11 ワクワクカンヲ 牡4鹿 57 伊藤 工真小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 460＋ 62：01．7� 39．6�
610 サトノファンタス 牡3鹿 55 吉田 隼人里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 424＋ 42：01．91� 33．2
47 	 サンタフェチーフ 牝3黒鹿53 中谷 雄太吉田 和美氏 高野 友和 愛 Gestut Bona 462＋10 〃 ハナ 4．4�
712 コスモボアソルテ 牡3芦 55 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 490－ 62：02．11� 59．7�
814 マイネルスパーブ 牡6鹿 57 丹内 祐次 �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 458－ 2 〃 ハナ 16．1�
34 	 レ デ ィ ル ー 牝3鹿 53 杉原 誠人吉田 和美氏 和田正一郎 独 Gestut

Karlshof 428＋ 22：02．73� 85．1�
46 デスティニーシチー 牡5栗 57 川須 栄彦 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 日高 幾千世牧場 482－ 12：03．01� 18．8�
815 オカホンコー 牡4鹿 57 菱田 裕二小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 486＋ 22：03．21 34．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，465，400円 複勝： 26，659，700円 枠連： 14，751，400円
馬連： 47，286，100円 馬単： 23，688，400円 ワイド： 26，736，600円
3連複： 65，310，000円 3連単： 89，057，900円 計： 311，955，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 330円 � 340円 � 480円 枠 連（2－3） 2，050円

馬 連 �� 5，250円 馬 単 �� 8，010円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 3，030円 �� 3，300円

3 連 複 ��� 37，330円 3 連 単 ��� 170，360円

票 数

単勝票数 計 184654 的中 � 10662（6番人気）
複勝票数 計 266597 的中 � 21610（5番人気）� 21071（6番人気）� 13893（8番人気）
枠連票数 計 147514 的中 （2－3） 5569（9番人気）
馬連票数 計 472861 的中 �� 6980（18番人気）
馬単票数 計 236884 的中 �� 2217（32番人気）
ワイド票数 計 267366 的中 �� 5013（16番人気）�� 2253（37番人気）�� 2066（42番人気）
3連複票数 計 653100 的中 ��� 1312（121番人気）
3連単票数 計 890579 的中 ��� 379（548番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．1―12．8―13．0―12．1―11．6―11．7―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―35．8―48．6―1：01．6―1：13．7―1：25．3―1：37．0―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F36．0
1
3
・（5，15）12（3，14）（4，7，11）9（2，6）1（10，8）13・（5，15，12，6）（3，14，11）9（4，7）（1，2）（10，8）13

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

勝馬の
紹 介

ギブアンドテイク �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2013．9．8 中山6着

2011．5．5生 牡4栗 母 レッドダイヤモンド 母母 マチカネエルベ 18戦2勝 賞金 28，534，000円
〔制裁〕 マイネルスパーブ号の騎手丹内祐次は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）



3003511月7日 曇 良 （27福島3）第3日 第11競走 ��2，600�フルーツラインカップ
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．11．8以降27．11．1まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

福島市長賞（1着）
賞 品

本 賞 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

24 ヤマニンボワラクテ �4鹿 57．5 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 484－ 22：39．7 3．0�
11 ディスキーダンス 牡4栗 57 石橋 脩 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 454－ 8 〃 クビ 14．6�
48 � レイトライザー 牡5黒鹿54 菱田 裕二中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 460＋ 6 〃 ハナ 10．8�
510 レイズアスピリット 牡4青 57 丸山 元気 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 8．0�
816� イメージガール 牝5黒鹿52 津村 明秀飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 470－ 62：39．8クビ 15．6�
12 ウインインスパイア 牡4黒鹿55 黛 弘人	ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 444－ 62：40．01 10．8

36 シークレットパス 牡4芦 54 嶋田 純次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 458－ 2 〃 アタマ 41．4�
47 ゴールドメイン 牡5栗 54 古川 吉洋嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 450－142：40．21� 26．4�
35 レッドシェリフ 牡7栗 53 川須 栄彦 	東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 504＋ 22：40．3クビ 51．5
612� デ ィ ル ガ 牝4栗 53 川島 信二前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms

I, LLC 470＋ 2 〃 クビ 6．0�
815 パリソワール 牡6栗 53 杉原 誠人丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 436＋ 42：40．4クビ 96．5�
714 マイネルリード 牡3鹿 53 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 42：40．71	 19．8�
59 ナンヨーケンゴー �5鹿 54 勝浦 正樹中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 482＋102：40．91
 45．1�
23 クロニクルスカイ 牡4鹿 54 国分 恭介 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松元 茂樹 新ひだか 岡田スタツド 526－ 22：41．0	 8．4�
713 ディープストーリー 牝5青 52 伊藤 工真 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 446－102：41．32 41．7�
611 ハヤブサペコチャン 牝5栗 51 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B470－ 62：47．1大差 77．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，600，400円 複勝： 48，539，700円 枠連： 31，452，000円
馬連： 122，017，600円 馬単： 51，328，700円 ワイド： 55，993，300円
3連複： 178，266，100円 3連単： 235，324，500円 計： 753，522，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 390円 � 300円 枠 連（1－2） 680円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 870円 �� 810円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 6，420円 3 連 単 ��� 30，370円

票 数

単勝票数 計 306004 的中 � 79184（1番人気）
複勝票数 計 485397 的中 � 109236（1番人気）� 26591（8番人気）� 37283（6番人気）
枠連票数 計 314520 的中 （1－2） 35468（2番人気）
馬連票数 計1220176 的中 �� 41893（6番人気）
馬単票数 計 513287 的中 �� 10257（9番人気）
ワイド票数 計 559933 的中 �� 16866（6番人気）�� 18035（5番人気）�� 6779（28番人気）
3連複票数 計1782661 的中 ��� 20798（17番人気）
3連単票数 計2353245 的中 ��� 5617（70番人気）

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

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�
13．1―24．7―37．3―49．4―1：02．1―1：14．4―1：26．7―1：39．0―1：51．0―2：02．8―2：15．0―2：27．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．7―3F36．9
1
�

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンボワラクテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．2．15 京都11着

2011．5．6生 �4鹿 母 ヤマニンカルフール 母母 ワンオブアクライン 18戦4勝 賞金 78，048，000円
〔発走状況〕 ディープストーリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハヤブサペコチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月7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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ジューヴルエール号

3003611月7日 曇 良 （27福島3）第3日 第12競走 ��1，200�
そ う ま

相 馬 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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

510 ゴールドシャンティ 牝3黒鹿54 丸山 元気大久保和夫氏 和田 雄二 新ひだか 静内酒井牧場 420± 01：08．6 3．9�
47 グレイトチャーター 牡3鹿 56 田中 博康�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 21：08．7� 8．0�
713 オートクレール 牝4栗 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 432± 0 〃 クビ 9．0�
59 ゲンキチハヤブサ �3栗 56 石橋 脩荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 448± 01：08．8� 24．9�
611 キネオリュウセイ 牡5黒鹿57 川須 栄彦吉田 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 480± 0 〃 ハナ 5．1�
816 ベルリネッタ 牡4鹿 57 丹内 祐次大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 464＋ 61：09．11	 5．6	
815 ジンセイハオマツリ 牡5黒鹿57 �島 克駿小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 486－ 6 〃 クビ 55．5

24 イ キ オ イ 牡3鹿 56 勝浦 正樹西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 442－ 41：09．2� 21．0�
714
 アルマダクロス 牡5栗 57 加藤 祥太栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 470＋ 21：09．51	 135．2�
12 ティーエスバラ 牡3鹿 56 義 英真田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 504－10 〃 クビ 7．2
35 � コスモグラウベ 牡4黒鹿57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Ron

McCauley 452＋ 4 〃 ハナ 11．9�
11 アグネスキズナ �5栗 57 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 494－ 21：09．92� 163．6�
48 サンマルバクシン �4鹿 57 小坂 忠士相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 446＋121：10．32� 68．8�
612 ブリッツカイザー �4栗 57 中井 裕二岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 41：10．51� 58．4�
36 アイファーマシェリ 牝4黒鹿55 藤懸 貴志中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 454－ 61：10．71� 43．8�

（15頭）
23 メッサーウイング 牝3栗 54 菱田 裕二野田 善己氏 佐々木晶三 新ひだか フジワラフアーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，047，200円 複勝： 36，862，300円 枠連： 16，848，000円
馬連： 70，943，700円 馬単： 31，126，000円 ワイド： 35，242，500円
3連複： 88，530，800円 3連単： 124，004，400円 計： 429，604，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 270円 � 250円 枠 連（4－5） 1，670円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 810円 �� 730円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 5，330円 3 連 単 ��� 21，110円

票 数

単勝票数 差引計 260472（返還計 190） 的中 � 52182（1番人気）
複勝票数 差引計 368623（返還計 220） 的中 � 71381（1番人気）� 31442（6番人気）� 35356（4番人気）
枠連票数 差引計 168480（返還計 21） 的中 （4－5） 7794（7番人気）
馬連票数 差引計 709437（返還計 1855） 的中 �� 25833（6番人気）
馬単票数 差引計 311260（返還計 744） 的中 �� 6841（10番人気）
ワイド票数 差引計 352425（返還計 746） 的中 �� 11268（7番人気）�� 12731（5番人気）�� 6385（18番人気）
3連複票数 差引計 885308（返還計 3788） 的中 ��� 12448（15番人気）
3連単票数 差引計1240044（返還計 6297） 的中 ��� 4257（45番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．8―11．7―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．1―44．8―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドシャンティ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 アレミロード デビュー 2014．12．6 中山1着

2012．4．5生 牝3黒鹿 母 ベラミロード 母母 ベラミスキー 7戦2勝 賞金 25，608，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔出走取消〕 メッサーウイング号は，疾病〔左後挫跖〕のため出走取消。



（27福島3）第3日 11月7日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

182，040，000円
3，140，000円
4，540，000円
1，860，000円
16，680，000円
65，195，000円
5，888，600円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
195，926，200円
277，908，800円
142，972，000円
479，113，200円
245，603，400円
267，784，700円
677，498，700円
921，448，500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 3，208，255，500円

総入場人員 8，061名 （有料入場人員 6，175名）
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