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3200111月5日 晴 良 （28福島3）第1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）

牝，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
1：45．0

稍重
良

59 エ オ リ ア 牝2鹿 54
51 ▲森 裕太朗 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 81：48．3 4．7�
611 デ コ ラ ス 牝2鹿 54 吉田 隼人林 正道氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：48．83 4．9�
713 パレスハングリー 牝2黒鹿54 村田 一誠西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 464－ 21：49．43� 3．7�
46 ペイシャリサ 牝2栗 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 454－ 41：49．61� 47．3�
610 マダムフィガロ 牝2芦 54

52 △木幡 初也岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 田原橋本牧場 474－ 21：49．81� 21．0�
712 ヤマニンフィオレロ 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿土井 薫氏 浅見 秀一 日高 道見牧場 460± 01：49．9� 7．9�
814 アリエススター 牝2鹿 54 菅原 隆一島川 	哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 470－ 41：50．43 181．2

34 カ ト リ ー ヌ 牝2鹿 54 嶋田 純次荒牧 政美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 460－ 6 〃 アタマ 45．1�
47 ハニーロコガール 牝2芦 54

52 △原田 和真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 432± 01：50．61 113．1

815 シゲルメガネグマ 牝2鹿 54
52 △井上 敏樹森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 454－ 61：50．92 132．7�

11 セイユウルビー 牝2鹿 54 丹内 祐次松岡 正二氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 440＋ 81：51．21� 45．5�
22 タイセイサルート 牝2青鹿54 丸田 恭介田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 千葉飯田牧場 454－ 21：51．73 20．3�
58 トミケンアディム 牝2黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太冨樫 賢二氏 田島 俊明 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470－ 41：52．76 5．4�
23 レイクルイーズ 牝2栗 54 川須 栄彦 �スピードファーム和田 正道 新冠 大栄牧場 460－ 21：53．01� 36．0�
35 ガーランドワルツ 牝2鹿 54 中谷 雄太 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B462± 01：56．0大差 22．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，590，800円 複勝： 18，845，000円 枠連： 9，135，500円
馬連： 28，009，100円 馬単： 13，617，300円 ワイド： 18，470，400円
3連複： 43，202，600円 3連単： 46，728，000円 計： 191，598，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 150円 � 130円 枠 連（5－6） 680円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 550円 �� 420円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 6，590円

票 数

単勝票数 計 135908 的中 � 23104（2番人気）
複勝票数 計 188450 的中 � 26878（3番人気）� 30952（2番人気）� 41915（1番人気）
枠連票数 計 91355 的中 （5－6） 10311（3番人気）
馬連票数 計 280091 的中 �� 16061（4番人気）
馬単票数 計 136173 的中 �� 3721（9番人気）
ワイド票数 計 184704 的中 �� 8115（6番人気）�� 11182（3番人気）�� 16502（1番人気）
3連複票数 計 432026 的中 ��� 22525（2番人気）
3連単票数 計 467280 的中 ��� 5138（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．8―30．4―43．4―56．5―1：09．3―1：22．2―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．0
1
3

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

2
4

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

エ オ リ ア �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 アルカセット デビュー 2016．9．24 阪神6着

2014．3．31生 牝2鹿 母 ス タ リ ア 母母 ダイアゴネル 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガーランドワルツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年12月5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） 3頭 アポロユッキー号・バトルクウ号・ペイシャエロイース号

3200211月5日 晴 良 （28福島3）第1日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時15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
1：08．5
1：07．8

良
良

12 エムオービーナス 牝2栗 54
52 △木幡 初也大浅 貢氏 鹿戸 雄一 日高 門別牧場 478－ 41：09．5 3．0�

11 ファンタジーボール 牝2鹿 54
52 △原田 和真田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 いとう牧場 430－ 2 〃 クビ 6．7�

611 ユキエファルコン 牡2黒鹿55 菱田 裕二平田 道子氏 岩元 市三 新冠 ヤマタケ牧場 474－ 41：09．6� 45．7�
48 アメイズミー 牡2鹿 55 津村 明秀�G1レーシング 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋121：10．02� 4．3�
612 キ ョ ッ コ ウ 牝2栗 54 伊藤 工真�ミルファーム 武市 康男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 434＋ 21：10．1� 28．3	
815 ウインプラージュ 牝2鹿 54

52 △伴 啓太�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 414± 01：10．2� 46．9

713 ティーデュエル 牝2鹿 54 的場 勇人深見 富朗氏 的場 均 浦河 浦河小林牧場 434＋221：10．51� 27．1�
714 カシノポルカ 牝2栗 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 菊地牧場 440± 0 〃 クビ 230．4�
23 ウインウェイク 牝2青鹿54 黛 弘人�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 408＋ 4 〃 ハナ 19．7
59 テイエムスイング 牡2栗 55 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 430－ 2 〃 ハナ 108．5�
24 ウ ー マ ッ ハ 牝2鹿 54

52 △井上 敏樹鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 464± 01：10．81� 5．1�
510 タガノアヌビス 牡2鹿 55

54 ☆�島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 474＋161：10．9� 36．4�

47 ダズリングテソーロ 牡2芦 55 吉田 隼人了德寺健二氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 492± 01：11．0� 7．5�
816 シゲルパンダ 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 404－ 2 〃 クビ 192．1�
36 マリノレビン 牝2青鹿54 西田雄一郎矢野まり子氏 天間 昭一 新ひだか へいはた牧場 412－ 41：11．1クビ 138．3�
35 ヤマタケナゴミ 牝2鹿 54 横山 和生山中 和子氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 456＋ 81：12．05 296．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，596，200円 複勝： 20，630，600円 枠連： 8，746，100円
馬連： 25，332，500円 馬単： 14，443，600円 ワイド： 16，410，900円
3連複： 38，120，200円 3連単： 45，676，100円 計： 182，956，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 210円 � 770円 枠 連（1－1） 1，250円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 490円 �� 2，460円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 12，960円 3 連 単 ��� 55，280円

票 数

単勝票数 計 135962 的中 � 35319（1番人気）
複勝票数 計 206306 的中 � 51410（1番人気）� 25273（4番人気）� 4799（10番人気）
枠連票数 計 87461 的中 （1－1） 5412（4番人気）
馬連票数 計 253325 的中 �� 16560（4番人気）
馬単票数 計 144436 的中 �� 5457（5番人気）
ワイド票数 計 164109 的中 �� 9371（4番人気）�� 1642（30番人気）�� 1281（32番人気）
3連複票数 計 381202 的中 ��� 2206（46番人気）
3連単票数 計 456761 的中 ��� 599（174番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．1―11．5―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．2―45．7―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エムオービーナス �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2016．10．16 新潟2着

2014．4．4生 牝2栗 母 エムオーミラクル 母母 ミラクルムテキ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 セイフォックス号
（非抽選馬） 1頭 フクノバイオレット号

第３回 福島競馬 第１日



3200311月5日 晴 良 （28福島3）第1日 第3競走 1，700�サラブレッド系3歳以上
発走10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

810 ダイチヴュルデ 牡5鹿 57
55 △井上 敏樹 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 456± 01：46．7 8．7�

67 バ リ キ 牡4栗 57 丸田 恭介杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 452－ 81：47．02 15．8�
11 メイプルキング 牡3鹿 55

54 ☆長岡 禎仁節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 464± 01：47．1� 5．4�
22 � モ シ モ シ 牝6黒鹿55 中谷 雄太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 424－ 61：47．41� 25．4�
811� ビ ー ハ グ �4黒鹿 57

55 △原田 和真岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム B480＋22 〃 ハナ 165．6�
33 ファントムグレイ 牡3芦 55

53 △木幡 初也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 430＋ 81：47．61� 11．1	
78 メイショウサルーテ 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 512－ 61：47．81� 14．4

44 マカワオクイーン 牝4栗 55 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 492－ 21：48．22� 52．6�
66 イェドプリオル 牡4青鹿57 吉田 隼人�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 522± 01：48．3� 1．7
79 � トーセンアイランド 牡4青 57 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 524± 01：49．04 229．4�
55 ス ク ワ ー ル 牡4青 57 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 81：49．1クビ 10．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 13，939，500円 複勝： 21，150，100円 枠連： 5，239，400円
馬連： 22，618，000円 馬単： 15，581，100円 ワイド： 16，018，900円
3連複： 31，518，200円 3連単： 51，717，800円 計： 177，783，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 400円 � 480円 � 230円 枠 連（6－8） 890円

馬 連 �� 5，580円 馬 単 �� 11，660円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 680円 �� 890円

3 連 複 ��� 5，120円 3 連 単 ��� 48，690円

票 数

単勝票数 計 139395 的中 � 12725（3番人気）
複勝票数 計 211501 的中 � 13173（6番人気）� 10484（8番人気）� 27736（2番人気）
枠連票数 計 52394 的中 （6－8） 4549（4番人気）
馬連票数 計 226180 的中 �� 3139（17番人気）
馬単票数 計 155811 的中 �� 1002（31番人気）
ワイド票数 計 160189 的中 �� 2819（17番人気）�� 6182（8番人気）�� 4644（11番人気）
3連複票数 計 315182 的中 ��� 4613（23番人気）
3連単票数 計 517178 的中 ��� 770（164番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―11．6―12．5―12．7―12．4―12．8―13．1―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―29．9―42．4―55．1―1：07．5―1：20．3―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイチヴュルデ �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 オ ー ス デビュー 2013．8．3 新潟2着

2011．4．18生 牡5鹿 母 ヴィヴァーチェ 母母 デピュティアディラ 38戦2勝 賞金 39，980，000円

3200411月5日 晴 良 （28福島3）第1日 第4競走 ��3，350�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時15分（番組第5競走を順序変更） （ 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 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� コースレコード3：39．0良

44 アイティテイオー 牡8栗 61 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 464－ 23：41．9 5．7�
710 クリノダイコクテン 牡5栃栗60 平沢 健治栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 472＋ 2 〃 クビ 20．0�
69 � ブライアンキング 牡4鹿 60 植野 貴也林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 490＋ 23：42．0クビ 23．2�
22 ルートヴィヒコード 牡4鹿 60 小坂 忠士�G1レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 83：42．1� 12．3�
33 � ポールシッター �6青鹿61 石神 深一平川 浩之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 23：42．31	 6．2�
11 クラウンテイラー 牡4鹿 60 蓑島 靖典�クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 448＋ 63：44．3大差 73．8	
68 マイネルゼーラフ 牡5青鹿60 草野 太郎 �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 486＋ 23：44．83 79．5

711 エ ー ス ワ ン 牡5鹿 60 五十嵐雄祐榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 484－10 〃 アタマ 70．2�
57 ドリームハヤテ 牡6鹿 61 熊沢 重文ライオンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 496－123：45．22� 6．6�
45 アサクサリーダー �4黒鹿60 金子 光希田原 慶子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 468＋ 23：45．62� 34．7
56 ウメジマダイオー 牡7鹿 60 大庭 和弥村田 滋氏 星野 忍 平取 高橋 啓 530＋ 83：48．3大差 106．7�
812 タニノタキシード 牡6黒鹿61 高田 潤谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 482－ 2 （競走中止） 2．1�
813 シゲルヒノクニ 牡4栗 60 小野寺祐太森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 502＋ 2 （競走中止） 25．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 10，224，700円 複勝： 11，655，200円 枠連： 6，341，100円
馬連： 18，933，300円 馬単： 11，758，700円 ワイド： 12，593，000円
3連複： 31，737，400円 3連単： 45，370，200円 計： 148，613，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 450円 � 510円 枠 連（4－7） 3，430円

馬 連 �� 7，080円 馬 単 �� 13，540円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 2，700円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 42，960円 3 連 単 ��� 216，400円

票 数

単勝票数 計 102247 的中 � 14321（2番人気）
複勝票数 計 116552 的中 � 19020（2番人気）� 6197（6番人気）� 5270（8番人気）
枠連票数 計 63411 的中 （4－7） 1430（15番人気）
馬連票数 計 189333 的中 �� 2070（20番人気）
馬単票数 計 117587 的中 �� 651（40番人気）
ワイド票数 計 125930 的中 �� 1609（20番人気）�� 1205（31番人気）�� 662（45番人気）
3連複票数 計 317374 的中 ��� 554（105番人気）
3連単票数 計 453702 的中 ��� 152（515番人気）
上り 1マイル 1：47．0 4F 52．4－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイティテイオー �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2010．11．21 東京7着

2008．5．5生 牡8栗 母 ローレルデフィー 母母 ブランディニー 障害：20戦3勝 賞金 54，500，000円
〔競走中止〕 タニノタキシード号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため6号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

シゲルヒノクニ号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 アイティテイオー号の騎手浜野谷憲尚は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

マイネルゼーラフ号の騎手草野太郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



3200511月5日 晴 良 （28福島3）第1日 第5競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走12時10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

66 � ポンデザムール �6黒鹿60 石神 深一岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 512＋ 43：01．0 1．9�
44 マイネプレセア 牝5青鹿58 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 450－123：01．42� 4．8�
55 スズカローラー 牝5鹿 58 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 482＋183：01．72 6．7�
33 � アサクサゴールド 牡6黒鹿60 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 460－ 43：03．29 7．3�
11 イチゴアミーラ 牝3黒鹿56 高野 和馬合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 日高大洋牧場 448± 03：03．51	 22．0�
810 マイネルヴァッサー 牡3鹿 58 江田 勇亮 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 23：04．35 99．1	
89 ミヤコノアバランチ 牡3芦 58 大江原 圭吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 474－ 63：04．4クビ 89．0

22 ニホンピロサンダー 牡4黒鹿60 熊沢 重文小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 496＋103：05．35 21．0�
77 メイショウカイモン �5鹿 60 大庭 和弥松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 476－ 43：08．7大差 11．2�
78 マコトグロズヌイ 牡5芦 60 五十嵐雄祐�ディアマント 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 522－ 63：11．1大差 18．4
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売 得 金
単勝： 12，605，700円 複勝： 13，150，100円 枠連： 6，252，400円
馬連： 20，627，800円 馬単： 15，179，800円 ワイド： 13，280，900円
3連複： 33，943，800円 3連単： 56，883，900円 計： 171，924，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連（4－6） 470円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 210円 �� 360円 �� 480円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 2，350円

票 数

単勝票数 計 126057 的中 � 50792（1番人気）
複勝票数 計 131501 的中 � 39976（1番人気）� 24411（2番人気）� 16342（4番人気）
枠連票数 計 62524 的中 （4－6） 10301（1番人気）
馬連票数 計 206278 的中 �� 34904（1番人気）
馬単票数 計 151798 的中 �� 16512（1番人気）
ワイド票数 計 132809 的中 �� 18100（1番人気）�� 8819（3番人気）�� 6245（6番人気）
3連複票数 計 339438 的中 ��� 29906（1番人気）
3連単票数 計 568839 的中 ��� 17535（2番人気）
上り 1マイル 1：45．0 4F 50．6－3F 37．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ポンデザムール �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Sadler’s Wells

2010．5．27生 �6黒鹿 母 クールドフランス 母母 Irish Order 障害：6戦1勝 賞金 12，350，000円
初出走 JRA

〔その他〕 マイネルヴァッサー号は，各障害を外側に斜飛したことについて障害調教注意。

3200611月5日 晴 良 （28福島3）第1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）

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
1：43．3
1：41．7

良
不良

66 ナムラミラクル 牡3芦 55 藤懸 貴志奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 462± 01：46．4 8．1�
810 ワイドリーザワン 牡4黒鹿57 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B450－ 21：46．72 1．8�
55 メイショウカシュウ 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 498－ 41：47．44 6．5�
33 テ イ ア 牝4鹿 55 西村 太一�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 422＋ 41：47．93 167．3�
89 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 440－ 61：48．22 54．0�
22 � ミラクルナイト 牡4芦 57

55 △原田 和真小野 博郷氏 柴田 政人 新冠 山岡ファーム 466－ 61：48．52 121．0	
78 ガンマーフォンテン 牡4栗 57

55 △伴 啓太吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 500± 01：48．71� 148．7

44 レッドジェイド 牡3青鹿 55

54 ☆加藤 祥太 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 504＋ 21：49．12� 24．8�
77 サ グ レ ス 牝5黒鹿 55

53 △井上 敏樹 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 474－ 81：49．31� 9．3
11 ク ロ ー ク ス 牡3栗 55

54 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 462－ 21：49．4クビ 3．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 17，756，200円 複勝： 16，059，600円 枠連： 6，726，200円
馬連： 26，976，100円 馬単： 19，330，200円 ワイド： 16，984，800円
3連複： 38，015，200円 3連単： 70，580，800円 計： 212，429，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 160円 � 120円 � 160円 枠 連（6－8） 580円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 300円 �� 510円 �� 270円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 6，600円

票 数

単勝票数 計 177562 的中 � 17417（4番人気）
複勝票数 計 160596 的中 � 20767（4番人気）� 46613（1番人気）� 23147（3番人気）
枠連票数 計 67262 的中 （6－8） 8885（3番人気）
馬連票数 計 269761 的中 �� 35175（3番人気）
馬単票数 計 193302 的中 �� 7286（7番人気）
ワイド票数 計 169848 的中 �� 14685（3番人気）�� 7792（8番人気）�� 16745（2番人気）
3連複票数 計 380152 的中 ��� 35752（3番人気）
3連単票数 計 705808 的中 ��� 7750（20番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．5―43．1―55．5―1：07．9―1：20．7―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラミラクル �
�
父 スパイキュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．10．24 京都6着

2013．5．4生 牡3芦 母 アーダーチャリス 母母 シルバービオレ 10戦2勝 賞金 15，850，000円



3200711月5日 晴 良 （28福島3）第1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）

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

56 カンタベリーマイン 牡3鹿 56 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 450－ 41：09．1 73．1�
44 � ファミリーズオナー 牝4栗 55

54 ☆中井 裕二岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 白瀬 盛雄 460－101：09．2� 10．9�
710 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± 01：09．62� 3．7�
813 キチロクステージ 牡3鹿 56 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 468± 01：09．7� 5．7�
69 � サイモングレゴリー 牡4黒鹿 57

55 △木幡 初也澤田 昭紀氏 天間 昭一 浦河 三嶋牧場 512＋101：09．8� 77．2�
711 トーセンスティング 牡5鹿 57 横山 和生島川 	哉氏 古賀 史生 日高 川端 正博 526－ 6 〃 アタマ 8．7

57 ハートイズハート 牡3栗 56 嶋田 純次北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 462＋ 41：10．11� 2．7�
812 ペイシャオトメ 牝3鹿 54

53 ☆長岡 禎仁北所 直人氏 竹内 正洋 浦河 梅田牧場 B466－ 21：10．63 20．9�
22 トウシンムサシ �5栗 57

54 ▲森 裕太朗サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 450± 01：10．91� 28．7�
33 ノボホウセイ 牝3栗 54

52 △井上 敏樹LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 490－ 41：11．32� 21．8�
68 シャインダイアン 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太�三嶋牧場 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 458－10 〃 ハナ 14．2�
45 ドリームマークス 牡6鹿 57

55 △原田 和真ライオンレースホース 池上 昌弘 新冠 長沼 幸一 466＋121：11．93� 109．7�
11 � リックカグラ 牡3栗 56

54 △伴 啓太山邉 浩氏 小桧山 悟 新ひだか 荒木 貴宏 464± 01：12．64 227．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 14，228，400円 複勝： 16，442，900円 枠連： 8，796，900円
馬連： 29，181，700円 馬単： 16，150，400円 ワイド： 18，556，000円
3連複： 38，638，200円 3連単： 54，195，500円 計： 196，190，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，310円 複 勝 � 1，000円 � 350円 � 170円 枠 連（4－5） 1，740円

馬 連 �� 38，720円 馬 単 �� 139，220円

ワ イ ド �� 6，220円 �� 3，580円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 44，370円 3 連 単 ��� 604，480円

票 数

単勝票数 計 142284 的中 � 1556（10番人気）
複勝票数 計 164429 的中 � 3344（10番人気）� 11147（6番人気）� 33983（2番人気）
枠連票数 計 87969 的中 （4－5） 3917（8番人気）
馬連票数 計 291817 的中 �� 584（48番人気）
馬単票数 計 161504 的中 �� 87（118番人気）
ワイド票数 計 185560 的中 �� 752（45番人気）�� 1316（34番人気）�� 4582（12番人気）
3連複票数 計 386382 的中 ��� 653（96番人気）
3連単票数 計 541955 的中 ��� 65（843番人気）

ハロンタイム 9．7―10．9―11．2―11．9―12．6―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．6―31．8―43．7―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カンタベリーマイン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ハンティングホーク デビュー 2015．8．29 新潟13着

2013．4．4生 牡3鹿 母 トミノラブラドール 母母 ジョリフィーユ 17戦2勝 賞金 17，350，000円
〔制裁〕 ペイシャオトメ号の騎手長岡禎仁は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※出走取消馬 ショウナンカイドウ号（疾病〔左前踏創〕のため）

3200811月5日 晴 良 （28福島3）第1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）

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
1：07．0
1：06．5

良
良

23 タガノスカイ 牝5鹿 55
54 ☆�島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 21：08．4 2．4�
815 ク ロ ー ソ ー 牝4鹿 55 藤懸 貴志大島 昌也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 420＋ 81：08．82� 8．3�
12 ウィズアットレース 牝4黒鹿 55

53 △原田 和真岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 412－ 61：09．11� 46．7�
35 グリーンバシリスク 牝3栗 54 杉原 誠人石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B450± 01：09．2� 12．9�
816 プリンセスオーラ 牝3鹿 54 津村 明秀大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 430－ 21：09．3クビ 44．8�
611 ラ ヴ ィ オ リ 牝5黒鹿 55

53 △伴 啓太星野 祐介氏 相沢 郁 日高 西野 春樹 476＋16 〃 クビ 33．3�
48 ファジーネーブル 牝3黒鹿 54

53 ☆長岡 禎仁	ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 畠山牧場 416＋ 6 〃 ハナ 243．6

612 クラシックリディア 牝3黒鹿54 中谷 雄太 	キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 444＋121：09．4クビ 14．9�
24 � キミニヒトメボレ 牝5栗 55

54 ☆加藤 祥太大塚 亮一氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 480＋101：09．61� 50．7�
714 サトノアイリ 牝3黒鹿54 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 430＋ 4 〃 ハナ 15．4
713 サチノクイーン 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼佐藤 勝士氏 千田 輝彦 浦河トラストスリーファーム B476± 0 〃 ハナ 26．7�
36 ユ ッ セ 牝3栗 54 横山 和生	ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社

松田牧場 470＋ 21：09．91� 12．8�
510 コルボノワール 牝4青鹿55 吉田 隼人�ラ・メール 小崎 憲 日高 三城牧場 470－ 61：10．0� 9．1�
47 � ココクイーン 牝4黒鹿 55

53 △井上 敏樹深澤 朝房氏 和田 雄二 浦河 大道牧場 408－201：10．21� 186．0�
11 メイショウベニフジ 牝3黒鹿54 石橋 脩松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 452＋221：10．3� 6．2�
59 ダイワズットラブ 牝4栗 55

53 △木幡 初也大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 446－ 21：14．3大差 30．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，002，300円 複勝： 25，893，500円 枠連： 12，186，100円
馬連： 36，367，200円 馬単： 17，872，000円 ワイド： 24，051，000円
3連複： 52，181，200円 3連単： 65，326，400円 計： 252，879，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 170円 � 290円 � 1，110円 枠 連（2－8） 1，080円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 580円 �� 2，220円 �� 4，050円

3 連 複 ��� 15，460円 3 連 単 ��� 60，330円

票 数

単勝票数 計 190023 的中 � 60827（1番人気）
複勝票数 計 258935 的中 � 51279（1番人気）� 22830（3番人気）� 4658（13番人気）
枠連票数 計 121861 的中 （2－8） 8675（4番人気）
馬連票数 計 363672 的中 �� 23268（2番人気）
馬単票数 計 178720 的中 �� 6909（2番人気）
ワイド票数 計 240510 的中 �� 11519（2番人気）�� 2699（28番人気）�� 1461（55番人気）
3連複票数 計 521812 的中 ��� 2530（53番人気）
3連単票数 計 653264 的中 ��� 785（164番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．0―11．6―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．3―44．9―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノスカイ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．8．17 小倉3着

2011．2．1生 牝5鹿 母 オーバーザスカイ 母母 オーバーザウォール 26戦3勝 賞金 44，756，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイワズットラブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年12月5日まで平地競

走に出走できない。
※グリーンバシリスク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3200911月5日 晴 良 （28福島3）第1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

812 グランデサムライ 牡4青鹿57 吉田 隼人 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 日高 ナカノファーム 466± 01：09．3 4．0�
45 ワキノハガクレ 牡4黒鹿57 川須 栄彦脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 424－ 2 〃 クビ 3．8�
44 アーネストミノル 牡5鹿 57 中谷 雄太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 446＋ 21：09．4� 33．8�
710 ビ バ ラ ビ ダ 牝3鹿 54

53 ☆長岡 禎仁桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 466－ 4 〃 アタマ 16．7�
68 サンマルメジャール 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 458－ 21：09．5クビ 16．8�
711� サンライズシーズン 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 新冠 松本 信行 462＋ 4 〃 クビ 13．1	
57 ロマンコスモ �3栗 56 菱田 裕二菅 實氏 松永 康利 新冠 大栄牧場 510＋ 21：09．92� 12．8

33 シャンパンサーベル 牝4黒鹿 55

53 △木幡 初也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 464＋10 〃 アタマ 14．5�
813 キョウエイスコール 牡3栗 56 横山 和生田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 484± 01：10．11� 17．2�
69 ハ ネ ト 牝3鹿 54 黛 弘人矢野 和雅氏 柴田 政人 日高 ノースガーデン 454－ 41：10．42 85．9
11 ラ ブ タ ー ボ 牝3鹿 54 石橋 脩田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 430＋ 81：11．03� 4．3�
56 � トリアンドルス 牝4栗 55 丹内 祐次ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 480＋ 81：11．63� 64．1�
22 メープルパール 牝3栗 54

52 △井上 敏樹 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 422－101：11．92 18．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 17，926，900円 複勝： 28，320，300円 枠連： 9，762，300円
馬連： 37，044，700円 馬単： 20，344，300円 ワイド： 23，700，100円
3連複： 50，129，900円 3連単： 67，416，000円 計： 254，644，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 190円 � 810円 枠 連（4－8） 580円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，780円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 6，300円 3 連 単 ��� 25，900円

票 数

単勝票数 計 179269 的中 � 35774（2番人気）
複勝票数 計 283203 的中 � 51464（2番人気）� 42640（3番人気）� 6654（11番人気）
枠連票数 計 97623 的中 （4－8） 13029（1番人気）
馬連票数 計 370447 的中 �� 33979（1番人気）
馬単票数 計 203443 的中 �� 9927（1番人気）
ワイド票数 計 237001 的中 �� 15885（2番人気）�� 3247（23番人気）�� 2964（30番人気）
3連複票数 計 501299 的中 ��� 5964（18番人気）
3連単票数 計 674160 的中 ��� 1887（60番人気）

ハロンタイム 9．6―10．9―11．4―12．0―12．4―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．5―31．9―43．9―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランデサムライ �
�
父 サムライハート �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2014．10．18 京都1着

2012．4．27生 牡4青鹿 母 パラダイスコースト 母母 Maroochydore 8戦3勝 賞金 23，900，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ロマンコスモ号の騎手菱田裕二は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
ワキノハガクレ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。

3201011月5日 晴 良 （28福島3）第1日 第10競走 ��2，600�
ば ん だ い さ ん

磐 梯 山 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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

34 プレイヤーハウス 牡4鹿 57 菱田 裕二嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 B452－ 22：39．9 7．5�
711 マコトギンスバーグ 牡4鹿 57 杉原 誠人�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 472± 02：40．11� 6．6�
57 チ ャ リ シ ー 牝4鹿 55 津村 明秀吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 510＋10 〃 クビ 25．1�
712 バンダムザブラッド 牡3黒鹿55 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 466± 02：40．84 12．0�
58 ハギノカエラ 牝3栗 53 �島 克駿安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 414－ 6 〃 アタマ 42．0�
814 ミッキーシャンティ 牡3青鹿55 石橋 脩野田みづき氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466＋ 82：40．9クビ 2．4	
33 フォーラウェイ 牡3鹿 55 中谷 雄太 
フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 22：41．0� 39．4�
610 クードヴァン 牝3黒鹿53 木幡 初也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 2 〃 アタマ 11．4�
46 キングサンデー 	3鹿 55 原田 和真戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 460＋102：41．21� 70．5
22 ナンヨーテンプル 牡4黒鹿57 黛 弘人中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 476－ 6 〃 クビ 17．8�
813 セシルクラウン 牡3黒鹿55 吉田 隼人島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム B484＋ 62：41．62� 12．1�
69 チ ョ ン マ ゲ 牡3黒鹿55 横山 和生内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 452＋ 42：41．81� 117．7�
11 
 キングライオン 牡3栗 55 川須 栄彦ライオンレースホース� 矢作 芳人 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

486－ 62：43．7大差 7．4�
45 カ ゲ ム シ ャ 牡3黒鹿55 伴 啓太内田 玄祥氏 星野 忍 日高 下河辺牧場 440± 02：45．6大差 205．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，899，100円 複勝： 32，495，700円 枠連： 14，804，200円
馬連： 49，200，600円 馬単： 25，572，500円 ワイド： 30，586，100円
3連複： 67，756，700円 3連単： 93，402，600円 計： 335，717，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 210円 � 170円 � 580円 枠 連（3－7） 1，240円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，990円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 10，360円 3 連 単 ��� 56，760円

票 数

単勝票数 計 218991 的中 � 23325（4番人気）
複勝票数 計 324957 的中 � 41779（3番人気）� 59747（2番人気）� 11311（9番人気）
枠連票数 計 148042 的中 （3－7） 9192（4番人気）
馬連票数 計 492006 的中 �� 19972（7番人気）
馬単票数 計 255725 的中 �� 4778（11番人気）
ワイド票数 計 305861 的中 �� 11206（7番人気）�� 3845（26番人気）�� 4957（19番人気）
3連複票数 計 677567 的中 ��� 4903（33番人気）
3連単票数 計 934026 的中 ��� 1193（187番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．9―11．9―12．9―12．6―13．5―12．9―12．2―11．6―12．2―11．6―12．1

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�
12．9―24．5―36．4―48．3―1：01．2―1：13．8―1：27．3―1：40．2―1：52．4―2：04．0―2：16．2―2：27．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレイヤーハウス �
�
父 オペラハウス �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2014．11．24 東京3着

2012．2．24生 牡4鹿 母 クインズプレイヤー 母母 フレイバーギフト 15戦3勝 賞金 29，407，000円
〔騎手変更〕 セシルクラウン号の騎手小野寺祐太は，第4競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カゲムシャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年12月5日まで平地競走に

出走できない。



3201111月5日 晴 良 （28福島3）第1日 第11競走 ��1，200�河 北 新 報 杯
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，27．11．7以降28．10．30まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

河北新報社社長賞（1着）
賞 品

本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

611 キングハート 牡3鹿 56 中谷 雄太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 480＋ 61：08．2 5．8�
713 ヤマニンマルキーザ 牡5栗 57 丸田 恭介土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 458＋ 2 〃 アタマ 21．2�
510 アレスバローズ 牡4黒鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 4 〃 アタマ 4．9�
59 ハッピーノリチャン 牝4栗 54 伴 啓太足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 444－ 4 〃 クビ 2．8�
48 イ キ オ イ 牡4鹿 54 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 444＋ 21：08．41� 110．0�
35 ナイトフォックス 牡4鹿 56 伊藤 工真石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 21：08．5クビ 10．5�
24 トーホウハニー 牝4鹿 52 杉原 誠人東豊物産	 田中 清隆 日高 竹島 幸治 438± 0 〃 クビ 11．7

612 スペチアーレ 牝4鹿 53 川須 栄彦青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 484＋ 61：08．6クビ 8．8�
12 トロピカルガーデン 牝4鹿 53 津村 明秀田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 486＋ 6 〃 アタマ 20．8�
47 レヴァンタール �7鹿 52 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 454＋ 61：08．8� 168．1
23 ゼンノコリオリ 牡6鹿 54 �島 克駿大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 464± 01：08．9	 42．0�
36 プラチナブロンド 牝5黒鹿53 長岡 禎仁 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 442＋121：09．11	 30．9�
11 セレッソブランコ 牝4芦 52 加藤 祥太三宅 勝俊氏 奥村 豊 日高 天羽 禮治 474－ 21：09．2	 33．4�
816 エリーティアラ 牝4青鹿54 吉田 隼人谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B466－ 2 〃 アタマ 29．2�
714
 マンハッタンヘンジ 牡5黒鹿54 西田雄一郎加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 510＋ 41：09．3クビ 159．6�

（15頭）
815
 フレンチイデアル 牡3鹿 54 石橋 脩杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 498－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 36，256，100円 複勝： 57，768，800円 枠連： 37，747，400円
馬連： 118，008，400円 馬単： 50，481，400円 ワイド： 62，087，800円
3連複： 176，771，600円 3連単： 228，024，900円 計： 767，146，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 530円 � 180円 枠 連（6－7） 3，060円

馬 連 �� 5，080円 馬 単 �� 8，430円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 640円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 6，180円 3 連 単 ��� 42，220円

票 数

単勝票数 差引計 362561（返還計 12703） 的中 � 49366（3番人気）
複勝票数 差引計 577688（返還計 23127） 的中 � 82355（3番人気）� 21833（8番人気）� 99614（2番人気）
枠連票数 差引計 377474（返還計 1648） 的中 （6－7） 9556（12番人気）
馬連票数 差引計1180084（返還計117442） 的中 �� 17979（18番人気）
馬単票数 差引計 504814（返還計 50791） 的中 �� 4491（33番人気）
ワイド票数 差引計 620878（返還計 65301） 的中 �� 9413（18番人気）�� 26306（5番人気）�� 11456（16番人気）
3連複票数 差引計1767716（返還計306057） 的中 ��� 21446（17番人気）
3連単票数 差引計2280249（返還計381686） 的中 ��� 3915（124番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―10．8―11．4―11．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．2―44．6―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングハート �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2015．9．26 中山2着

2013．5．7生 牡3鹿 母 ラ ブ ハ ー ト 母母 シンメイユウシュン 13戦3勝 賞金 49，469，000円
〔競走除外〕 フレンチイデアル号は，枠内駐立不良〔突進〕。発馬機内で転倒し，疾病〔右後肢挫創〕を発症したため競走除外。発

走時刻6分遅延。
〔制裁〕 キングハート号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 フレンチイデアル号は，平成28年11月6日から平成28年12月5日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 オートクレール号・グレイトチャーター号・タカラジェニファ号・タカラジャンヌ号・フクノグローリア号・

リバティーホール号

3201211月5日 晴 良 （28福島3）第1日 第12競走 ��1，800�
に し ご う

西 郷 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55�4歳以上57�，牝馬2�減
西郷村長賞（1着）

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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

47 ハッピームーン 牡4黒鹿57 丸田 恭介石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 452－ 41：47．6 7．8�
611� ミスドバウィ 牝3鹿 53 石橋 脩林 正道氏 斎藤 誠 英 Sir Eric

Parker 484＋ 21：47．81� 6．1�
59 � ラ ブ コ ー ル 牝5芦 55 岩崎 翼畑佐 博氏 長浜 博之 新ひだか 神垣 道弘 464－ 4 〃 ハナ 33．7�
11 マイネヴァリエンテ 牝5鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 81：47．9	 16．8�
510 アイスコールド 牝3鹿 53 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 21：48．0� 4．4�
24 ストライクショット 牝3鹿 53 菱田 裕二�イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 496± 01：48．1� 47．6	
48 ト ル ス ト イ 牡6鹿 57 中谷 雄太近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 アタマ 4．2

35 オンザロックス 牡3鹿 55 黛 弘人稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 468± 01：48．2	 12．4�
713 ブライティアスター 牝5黒鹿55 吉田 隼人小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 468± 01：48．3クビ 15．8�
36 ダブルイーグル 牡8鹿 57 
島 克駿田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 472－ 81：48．4� 88．2
12 グランシャリオ 牡4栗 57 川須 栄彦村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 458＋ 4 〃 クビ 95．1�
714 コアレスフェーブル 牝4鹿 55 木幡 初也小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 432＋18 〃 アタマ 178．9�
815 ロードグリッター 牡4栗 57 熊沢 重文 �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 484－ 41：48．5クビ 10．2�
23 ドリームリヴァール �6黒鹿57 原田 和真ライオンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 460＋ 81：49．24 86．1�
816� ルールザユニバース 牝4鹿 55 杉原 誠人 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 444－101：49．94 52．5�
612 マリーズケイ 牝5鹿 55 伊藤 工真冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 476－ 8 〃 ハナ 11．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，534，900円 複勝： 43，773，600円 枠連： 22，562，500円
馬連： 76，945，100円 馬単： 31，929，600円 ワイド： 43，463，800円
3連複： 106，311，200円 3連単： 134，045，000円 計： 487，565，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 260円 � 270円 � 860円 枠 連（4－6） 620円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 6，800円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 3，560円 �� 3，790円

3 連 複 ��� 32，630円 3 連 単 ��� 146，580円

票 数

単勝票数 計 285349 的中 � 29077（4番人気）
複勝票数 計 437736 的中 � 49150（3番人気）� 44604（4番人気）� 11362（10番人気）
枠連票数 計 225625 的中 （4－6） 28150（2番人気）
馬連票数 計 769451 的中 �� 18190（13番人気）
馬単票数 計 319296 的中 �� 3519（25番人気）
ワイド票数 計 434638 的中 �� 9537（11番人気）�� 3100（40番人気）�� 2913（42番人気）
3連複票数 計1063112 的中 ��� 2443（106番人気）
3連単票数 計1340450 的中 ��� 663（519番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．5―47．8―59．9―1：11．8―1：23．8―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハッピームーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2014．9．28 新潟6着

2012．3．2生 牡4黒鹿 母 オンワードミシェル 母母 オンワードウッド 18戦2勝 賞金 22，802，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 イタリアンフェッテ号・ジャストコーズ号・スイートガーデン号・ゼーリムニル号・マイネルボールド号・

ラペルトワ号



（28福島3）第1日 11月5日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162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

187，850，000円
2，540，000円
5，180，000円
1，780，000円
18，740，000円
61，270，500円
5，550，600円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
219，560，800円
306，185，400円
148，300，100円
489，244，500円
252，260，900円
296，203，700円
708，326，200円
959，367，200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 3，379，448，800円

総入場人員 8，603名 （有料入場人員 6，983名）
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