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3202511月12日 晴 不良 （28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
1：45．0

稍重
良

611 カ ン ム ル 牡2鹿 55
54 ☆長岡 禎仁スリースターズレーシング 松永 康利 日高 シンボリ牧場 436＋ 61：47．0 2．4�

713 スプリングフット 牡2鹿 55 宮崎 北斗島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 472＋14 〃 クビ 8．7�

46 ウマイモンスター 牡2栗 55 横山 和生野崎 宗信氏 菅原 泰夫 新ひだか 井高牧場 484－ 41：47．85 29．1�
58 タガノビッググッド 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 454＋ 2 〃 アタマ 10．8�

815 ポッドティノ 牡2栗 55 丸田 恭介小川眞査雄氏 大竹 正博 日高 沖田牧場 402－ 41：48．01� 9．1�
23 マイネルルミノーソ 牡2黒鹿55 丸山 元気 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 別海 野付ライディ
ングファーム B466＋ 61：48．31� 115．4


35 ジ ェ ミ ニ ズ 牡2栗 55 北村 友一ライオンレースホース	 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 492＋121：48．51� 49．3�
59 ダンツプロシード 牡2栗 55 菱田 裕二山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 502＋141：48．6� 3．6�
34 マイネルアクスト �2鹿 55 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 浦河 三枝牧場 506＋ 41：48．7クビ 45．6
814 モットスマイル 牡2鹿 55 木幡 初広飯田 正剛氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 438＋ 21：48．8� 116．0�
22 ミッツノオネガイ 牝2栗 54

51 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 小笠 倫弘 新冠 スカイビーチステーブル 470＋ 8 〃 ハナ 14．5�
11 サンカーメル 牝2鹿 54 二本柳 壮 	加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 444＋ 21：49．12 206．5�
47 ペイシャエロイース 牝2栗 54

52 △伴 啓太北所 直人氏 松永 康利 日高 北田 剛 454－ 81：49．63 73．6�
712 キリシマキャプテン 牡2栗 55 中谷 雄太土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 446＋141：49．81� 141．7�
610 メモリートニック 牡2黒鹿55 荻野 琢真	シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 成隆牧場 B446＋ 61：50．01� 13．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 10，664，600円 複勝： 17，045，100円 枠連： 7，321，100円
馬連： 23，232，600円 馬単： 13，914，100円 ワイド： 16，333，800円
3連複： 36，522，600円 3連単： 44，744，900円 計： 169，778，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 200円 � 630円 枠 連（6－7） 770円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，660円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 9，660円 3 連 単 ��� 26，740円

票 数

単勝票数 計 106646 的中 � 34408（1番人気）
複勝票数 計 170451 的中 � 50523（1番人気）� 20518（3番人気）� 4575（8番人気）
枠連票数 計 73211 的中 （6－7） 7328（2番人気）
馬連票数 計 232326 的中 �� 19184（2番人気）
馬単票数 計 139141 的中 �� 8123（3番人気）
ワイド票数 計 163338 的中 �� 11190（3番人気）�� 2420（16番人気）�� 923（33番人気）
3連複票数 計 365226 的中 ��� 2833（30番人気）
3連単票数 計 447449 的中 ��� 1213（84番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．8―12．7―12．7―12．5―13．0―13．2―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．7―42．4―55．1―1：07．6―1：20．6―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．4
1
3
3（7，10）－（5，9）13（1，8）（2，11）－6－12，14（4，15）
3（10，9，13）7（5，8）（1，11）－2（6，4）－（14，15）12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ ン ム ル �
�
父 サマーバード �

�
母父 Star de Naskra デビュー 2016．7．31 札幌3着

2014．4．28生 牡2鹿 母 ム レ イ ニ ー 母母 Malbay 5戦1勝 賞金 10，050，000円
〔制裁〕 タガノビッググッド号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

マイネルルミノーソ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10，000円。

3202611月12日 晴 不良 （28福島3）第3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）

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

59 モルゲンロート 牡3鹿 55 丸田 恭介武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 472± 01：44．9 5．6�
11 カシノカーム 牡5芦 57 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B484＋ 41：45．0� 11．2�
610 デュアルフレイム 牡4栗 57

55 △木幡 初也 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 460＋ 21：45．1� 79．7�
611 ハローマイディア 牡3黒鹿55 北村 友一飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 474± 01：45．2� 2．0�
814 リネンソング 牡3黒鹿55 丹内 祐次戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 474± 01：45．41� 232．4�
815 ウォーターミリオン 牡3栗 55 菱田 裕二山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 444± 01：45．61� 63．6	
58 シゲルサンマ 牡3黒鹿 55

52 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 548＋ 21：45．92 88．7

712 メイショウフェイク 牡4鹿 57 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 502－ 81：46．0クビ 13．2�
47 エドノマツオー 牡3栗 55 的場 勇人遠藤 喜松氏 的場 均 新ひだか 沖田 忠幸 484＋ 41：46．31� 33．5�
35 テイエムハヤブサ 牡3青鹿55 川須 栄彦竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 駿河牧場 458＋ 6 〃 クビ 87．1
46 タガノアーバニティ 牡3栗 55

54 ☆	島 克駿八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 486＋161：46．4クビ 23．4�

22 トウショウコマンチ 牡3青鹿55 	島 良太トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 514＋ 81：46．5� 3．9�
23 シゲルミマサカ 牝5青鹿 55

54 ☆加藤 祥太森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 村上牧場 436－ 4 〃 クビ 53．2�
34 コウユーモンブラン 牡3栗 55 中谷 雄太加治屋貞光氏 大根田裕之 浦河 中村 雅明 456－ 11：46．6クビ 220．6�
713 タマモシルクハット 牡3黒鹿55 横山 和生タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 474＋ 81：46．81� 44．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，804，200円 複勝： 17，949，400円 枠連： 6，715，300円
馬連： 25，035，500円 馬単： 13，543，400円 ワイド： 17，009，800円
3連複： 33，180，400円 3連単： 42，513，100円 計： 171，751，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 280円 � 1，260円 枠 連（1－5） 3，280円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 840円 �� 4，940円 �� 6，710円

3 連 複 ��� 37，470円 3 連 単 ��� 158，870円

票 数

単勝票数 計 158042 的中 � 22475（3番人気）
複勝票数 計 179494 的中 � 29055（3番人気）� 17002（4番人気）� 2928（11番人気）
枠連票数 計 67153 的中 （1－5） 1585（12番人気）
馬連票数 計 250355 的中 �� 7244（8番人気）
馬単票数 計 135434 的中 �� 2005（16番人気）
ワイド票数 計 170098 的中 �� 5459（7番人気）�� 866（37番人気）�� 635（44番人気）
3連複票数 計 331804 的中 ��� 664（92番人気）
3連単票数 計 425131 的中 ��� 194（386番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―11．6―12．1―12．0―12．4―12．8―13．1―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．1―29．7―41．8―53．8―1：06．2―1：19．0―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モルゲンロート �
�
父 オペラハウス �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．1．24 京都1着

2013．4．28生 牡3鹿 母 レッドシャトル 母母 レ ッ ド ジ グ 9戦2勝 賞金 23，200，000円
〔制裁〕 シゲルサンマ号の騎手森裕太朗は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：2番・13番・11番・

12番）
〔その他〕 シゲルサンマ号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 サンアンダーソン号・ローレルウラノス号

第３回 福島競馬 第３日



3202711月12日 晴 稍重 （28福島3）第3日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時45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

47 ル ミ ノ ー ザ 牝2黒鹿54 北村 友一河村 祥史氏 天間 昭一 浦河 吉田 又治 454＋ 61：11．2 19．4�
714 ユトリチャン 牝2鹿 54 的場 勇人田端 修氏 的場 均 新冠 安達 洋生 410＋ 21：11．62� 4．9�
816 シゲルジャッカル �2鹿 55

54 ☆	島 克駿森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 前田牧場 482＋ 2 〃 クビ 2．5�
59 プ リ ン セ ス 牝2黒鹿 54

52 △原田 和真 M・
Kenichiホールディング� 池上 昌和 新ひだか 橋本牧場 474± 01：11．7クビ 53．2�

12 ポ ッ ド ガ ビ 牝2鹿 54 吉田 隼人小川眞査雄氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 444＋ 41：11．8
 4．2�
11 メイショウカリナン 牡2鹿 55 丸山 元気松本 好雄氏 浅見 秀一 新ひだか 谷岡牧場 476－ 4 〃 ハナ 9．0	
36 ソ ー ビ ッ ク 牝2鹿 54 丹内 祐次澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 浦河 酒井牧場 408＋ 41：11．9� 77．4

24 ユイノムテキ 牡2鹿 55

54 ☆長岡 禎仁由井健太郎氏 黒岩 陽一 新ひだか 萩澤 俊雄 470± 0 〃 アタマ 47．6�
35 ジョーカトゥーラ 牡2黒鹿55 杉原 誠人上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 山際牧場 530－101：12．11 11．2�
23 ココホレワンワン 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行ミルファーム 田中 剛 新ひだか 原 フアーム 466＋101：12．31� 102．0�
815 ク ー ロ ゼ 牝2鹿 54 伊藤 工真ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 増本牧場 428＋ 8 〃 ハナ 108．6�
48 バックナンバー 牡2青鹿55 中谷 雄太三宅 勝俊氏 佐々木晶三 浦河 昭和牧場 458＋ 8 〃 ハナ 20．2�
510 ハートノエース 牝2青鹿54 西村 太一ミルファーム 伊藤 伸一 新冠 長浜 秀昭 432－ 4 〃 アタマ 215．7�
713 キャンディハート 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 大滝 康晴 434＋ 2 〃 アタマ 44．8�
612 レースフェーベル 牝2栗 54

52 △伴 啓太日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 416－ 81：12．51� 202．6�
611 サ ン キ ン グ 牡2青鹿55 丸田 恭介竹原 孝昭氏 石毛 善彦 熊本 森本 康文 440± 01：13．35 107．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，213，300円 複勝： 18，029，300円 枠連： 10，291，900円
馬連： 26，007，200円 馬単： 14，711，500円 ワイド： 16，856，500円
3連複： 36，656，200円 3連単： 44，951，100円 計： 181，717，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 330円 � 170円 � 140円 枠 連（4－7） 1，840円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 10，550円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 930円 �� 320円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 38，930円

票 数

単勝票数 計 142133 的中 � 5855（6番人気）
複勝票数 計 180293 的中 � 10212（6番人気）� 26929（3番人気）� 43968（1番人気）
枠連票数 計 102919 的中 （4－7） 4319（8番人気）
馬連票数 計 260072 的中 �� 4818（13番人気）
馬単票数 計 147115 的中 �� 1045（35番人気）
ワイド票数 計 168565 的中 �� 3198（16番人気）�� 4396（9番人気）�� 15190（2番人気）
3連複票数 計 366562 的中 ��� 7089（9番人気）
3連単票数 計 449511 的中 ��� 837（109番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―11．8―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．0―46．8―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ル ミ ノ ー ザ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．6．25 函館12着

2014．5．7生 牝2黒鹿 母 フラワーチャンプ 母母 キタノファンタジー 4戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マリーナプリンセス号

3202811月12日 晴 稍重 （28福島3）第3日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11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
1：59．9
1：59．8

良
良

814 エンドゲーム 牡2鹿 55 丸田 恭介 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 新冠 パカパカ
ファーム 490－ 42：02．9 2．0�

59 エスティーム 牡2黒鹿55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 岡本 昌市 526＋ 82：03．43 5．7�
713 ローリングタワー 牡2黒鹿55 菱田 裕二本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 422－ 22：03．5クビ 35．7�
11 シ ン デ ン 牡2鹿 55 木幡 初広ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 476＋122：03．6� 9．9�
610 コスモストレンジ 牡2栗 55 宮崎 北斗岡田ゆりか氏 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 22：03．81� 226．3�
35 ア ヴ ァ ン ト 牡2栗 55 川須 栄彦佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 478－ 8 〃 ハナ 5．6�
46 シゲルボスザル 牡2黒鹿 55

52 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下
ファーム 460－ 62：04．01� 30．7	

712 トーホウウノ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行東豊物産
 田中 清隆 浦河 辻 牧場 484± 0 〃 ハナ 193．0�
58 プライムタイム 牝2鹿 54

52 △木幡 初也谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 468－ 22：04．42� 16．9�
611 ウ ォ ー ブ ル 牝2黒鹿54 中谷 雄太 ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 454－ 82：04．72 15．6�
815 ウインシェリー 牝2鹿 54

52 △伴 啓太
ウイン 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 362＋ 22：05．12� 310．5�
23 ポッドダンテ 牡2鹿 55

54 ☆長岡 禎仁小川眞査雄氏 武市 康男 新ひだか 下屋敷牧場 468－ 6 〃 クビ 21．4�
22 フェイバリットラン 牝2鹿 54 丸山 元気平田 修氏 和田 雄二 日高 ヤナガワ牧場 428－ 62：05．2クビ 53．8�
47 ハービンクイーン 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太西村 亮二氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム 464＋122：06．58 139．1�
34 バトルデゼル 牡2栗 55 北村 友一 シルクレーシング 吉田 直弘 浦河 林 孝輝 508＋ 22：08．09 21．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，092，800円 複勝： 15，914，800円 枠連： 8，029，300円
馬連： 21，803，100円 馬単： 12，179，800円 ワイド： 15，134，000円
3連複： 32，174，500円 3連単： 37，617，100円 計： 156，945，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 160円 � 200円 � 510円 枠 連（5－8） 590円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，090円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 6，780円 3 連 単 ��� 23，790円

票 数

単勝票数 計 140928 的中 � 54423（1番人気）
複勝票数 計 159148 的中 � 31712（1番人気）� 21906（3番人気）� 6088（9番人気）
枠連票数 計 80293 的中 （5－8） 10372（2番人気）
馬連票数 計 218031 的中 �� 21192（2番人気）
馬単票数 計 121798 的中 �� 5995（2番人気）
ワイド票数 計 151340 的中 �� 12683（2番人気）�� 3401（12番人気）�� 1285（33番人気）
3連複票数 計 321745 的中 ��� 3558（20番人気）
3連単票数 計 376171 的中 ��� 1146（59番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．3―13．0―12．6―12．9―12．6―12．6―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．2―34．5―47．5―1：00．1―1：13．0―1：25．6―1：38．2―1：50．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エンドゲーム �
�
父 キングズベスト �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．16 中京6着

2014．3．13生 牡2鹿 母 タイキクラリティ 母母 タイキダイヤ 4戦1勝 賞金 7，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルデゼル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年12月12日まで平地競

走に出走できない。



3202911月12日 晴 稍重 （28福島3）第3日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時05分 （芝・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
1：08．5
1：07．8

良
良

48 ブリリアントアート 牝2黒鹿54 丹内 祐次山田 弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 398 ―1：12．3 26．1�
24 ハシレマサムネ 牡2鹿 55 北村 友一塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 454 ―1：12．4� 3．5�
12 ゲンパチキララ 牡2青鹿55 吉田 隼人平野 武志氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド 422 ― 〃 クビ 5．1�
35 マ ラ ン 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 安平 ノーザンファーム 450 ―1：12．61 7．6�
611 サンニューオリンズ 牝2栗 54 二本柳 壮 �加藤ステーブル 高橋 文雅 浦河 冨岡 博一 440 ―1：12．91� 74．3	
713 アルマクロア 牝2鹿 54 丸山 元気コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 バンブー牧場 448 ―1：13．0� 4．9

612 メ イ ア リ ス 牝2鹿 54 西田雄一郎千明牧場 岩戸 孝樹 浦河 千明牧場 412 ― 〃 クビ 33．3�
714 マ ッ セ ル 牡2鹿 55 杉原 誠人�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452 ―1：13．1� 9．1�
59 アイビーグラチア 牝2黒鹿54 丸田 恭介本間 充氏 伊藤 圭三 日高 本間牧場 408 ―1：13．31	 8．0
816 ノンブルアン 牝2黒鹿54 中谷 雄太�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458 ―1：13．62 30．0�
815 サウスクイーン 牝2芦 54 伊藤 工真南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 442 ― 〃 ハナ 26．4�
47 シゲルハリネズミ 牡2鹿 55 川須 栄彦森中 蕃氏 蛯名 利弘 新ひだか 坂本牧場 468 ―1：14．23� 62．5�
36 フェスティヴドレス 牝2栗 54 菱田 裕二臼井義太郎氏 本間 忍 新冠 細川農場 426 ― 〃 ハナ 104．8�
11 モンキーキック 牡2黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太落合 幸弘氏 田中 剛 新冠 新冠橋本牧場 470 ― 〃 ハナ 82．5�
23 チビッコギャング 牡2黒鹿 55

53 △伴 啓太村上 義勝氏 中舘 英二 新冠 大狩部牧場 394 ―1：14．62� 66．7�
510 ビートアウト 牝2黒鹿54 横山 和生�Basic 田島 俊明 青森 有限会社

ラークヒルズ 416 ―1：15．13 200．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，671，900円 複勝： 17，024，100円 枠連： 9，829，800円
馬連： 24，376，600円 馬単： 14，840，800円 ワイド： 15，493，400円
3連複： 31，795，700円 3連単： 41，213，300円 計： 168，245，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，610円 複 勝 � 480円 � 130円 � 180円 枠 連（2－4） 2，650円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 10，020円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 1，830円 �� 350円

3 連 複 ��� 4，910円 3 連 単 ��� 49，460円

票 数

単勝票数 計 136719 的中 � 4187（7番人気）
複勝票数 計 170241 的中 � 6198（8番人気）� 44656（1番人気）� 24975（2番人気）
枠連票数 計 98298 的中 （2－4） 2874（13番人気）
馬連票数 計 243766 的中 �� 4590（16番人気）
馬単票数 計 148408 的中 �� 1110（35番人気）
ワイド票数 計 154934 的中 �� 2905（16番人気）�� 2025（18番人気）�� 12619（1番人気）
3連複票数 計 317957 的中 ��� 4850（14番人気）
3連単票数 計 412133 的中 ��� 604（144番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．3―12．3―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．2―36．5―48．8―1：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．8
3 5，8（2，11）（4，15）（9，16）（6，13）14（7，10，12）（1，3） 4 5，8（2，11）（4，9，15）（13，16）6（7，14）12－3（10，1）

勝馬の
紹 介

ブリリアントアート �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2014．4．17生 牝2黒鹿 母 ブリリアントピース 母母 ブリリアントクロス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エメラルドアロー号・タマモカリナン号

3203011月12日 晴 重 （28福島3）第3日 第6競走 ��1，150�サラブレッド系3歳以上
発走12時35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

11 ソロダンサー 牝3鹿 54
52 △伴 啓太�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム 474± 01：08．0 69．1�

12 モズワッショイ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 404± 01：08．31� 5．6�
35 テンプルツリー 牝3鹿 54

52 △木幡 初也山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 450＋ 4 〃 クビ 18．3�
23 ダンツロビン 牝3鹿 54 北村 友一山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 長田ファーム 468＋201：08．61� 67．5�
510 ジュエルメッセージ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 458± 0 〃 クビ 42．8�
611 メイショウタラチネ 牝4黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 474－101：08．7クビ 2．3	
48 � ベストエビデンス 牝4栗 55 丸田 恭介大塚 亮一氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 428± 01：08．8� 22．2

47 メイショウマイカゼ 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 434－ 21：08．9クビ 12．8�
612 メランコリア 牝4栗 55 西村 太一�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 486＋ 81：09．0� 9．2
24 ヒデノヒロイン 牝5芦 55

54 ☆岩崎 翼大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター 444＋ 61：09．21	 8．3�

815 シアワセデス 牝3鹿 54
53 ☆中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 488± 01：09．3クビ 22．7�
816 フロイデシューネル 牝4鹿 55 中谷 雄太岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか タガミファーム 512－ 41：09．4� 236．3�
36 ボストンビリーヴ 牝6栗 55

52 ▲森 裕太朗ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 450－ 2 〃 ハナ 27．3�
59 イエロースター 牝3栗 54

52 △原田 和真 M・
Kenichiホールディング� 池上 昌弘 日高 長谷部牧場 496＋ 41：09．5クビ 33．8�

714 モンサンビアンカ 牝4芦 55 宮崎 北斗山下 新一氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 456＋ 61：09．6� 18．0�
713 ア ン ミ 牝4鹿 55

54 ☆長岡 禎仁武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 464－ 61：09．91� 40．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，840，800円 複勝： 21，763，000円 枠連： 10，347，800円
馬連： 32，274，200円 馬単： 17，821，500円 ワイド： 24，051，000円
3連複： 45，087，700円 3連単： 59，056，100円 計： 228，242，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，910円 複 勝 � 1，560円 � 190円 � 390円 枠 連（1－1） 29，480円

馬 連 �� 29，050円 馬 単 �� 62，450円

ワ イ ド �� 7，040円 �� 10，140円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 100，940円 3 連 単 ��� 792，880円

票 数

単勝票数 計 178408 的中 � 2065（15番人気）
複勝票数 計 217630 的中 � 2915（15番人気）� 38234（2番人気）� 13688（6番人気）
枠連票数 計 103478 的中 （1－1） 272（33番人気）
馬連票数 計 322742 的中 �� 861（73番人気）
馬単票数 計 178215 的中 �� 214（148番人気）
ワイド票数 計 240510 的中 �� 869（69番人気）�� 602（85番人気）�� 4500（14番人気）
3連複票数 計 450877 的中 ��� 335（256番人気）
3連単票数 計 590561 的中 ��� 54（1717番人気）

ハロンタイム 9．7―10．6―11．1―11．9―12．1―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソロダンサー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Proud Citizen デビュー 2016．1．9 中山1着

2013．3．1生 牝3鹿 母 ドリーボンズレガシー 母母 Kelly Amber 7戦2勝 賞金 14，800，000円
〔制裁〕 メイショウタラチネ号の騎手加藤祥太は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・15番）

ジュエルメッセージ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。



3203111月12日 晴 稍重 （28福島3）第3日 第7競走 ��2，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時05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 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
2：37．3
2：37．3

良
良

710 コウキチョウサン 牡3鹿 55 丸山 元気�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 448± 02：43．7 4．7�
22 � ハヤブサライデン 牡4鹿 57 中谷 雄太�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 486＋ 42：43．91� 5．9�
69 � キーフォーサクセス 牡4黒鹿57 吉田 隼人 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム B450± 02：44．0� 4．5�
57 � オンファロス 牝4鹿 55

53 △木幡 初也村木 篤氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 428± 02：44．21� 3．9�
813 ダイチラディウス 牡3鹿 55

53 △原田 和真 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 450＋ 42：44．3クビ 7．8	
33 イタリアンフェッテ 牝5鹿 55 西田雄一郎芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 418＋ 22：44．4� 44．0

11 � ドルチェレガート �5栗 57

56 ☆加藤 祥太岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 446± 02：44．5	 43．7�
56 シャイニーダスト 牡3鹿 55 丹内 祐次小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 486－102：44．6	 26．6�
68 ジャストコーズ 牡3青鹿55 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－202：44．7クビ 21．4
711 ネルトスグアサ 牡6黒鹿 57

56 ☆長岡 禎仁福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 460＋ 62：44．8	 17．9�
44 エ イ ム 牡3青鹿 55

54 ☆
島 克駿ライオンレースホース� 西村 真幸 日高 モリナガファーム 452＋ 22：45．01� 17．5�
812 チ ョ ン マ ゲ 牡3黒鹿55 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 446－ 62：45．1クビ 51．1�
45 ロマンチックドラマ 牝3鹿 53

52 ☆岩崎 翼吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 452－122：45．41	 120．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 11，519，100円 複勝： 14，526，200円 枠連： 6，481，200円
馬連： 22，238，900円 馬単： 11，282，800円 ワイド： 14，798，700円
3連複： 28，085，900円 3連単： 38，769，500円 計： 147，702，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 180円 � 160円 枠 連（2－7） 1，150円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 640円 �� 400円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 14，950円

票 数

単勝票数 計 115191 的中 � 19232（3番人気）
複勝票数 計 145262 的中 � 25273（1番人気）� 19088（4番人気）� 23224（3番人気）
枠連票数 計 64812 的中 （2－7） 4363（5番人気）
馬連票数 計 222389 的中 �� 8733（8番人気）
馬単票数 計 112828 的中 �� 3033（9番人気）
ワイド票数 計 147987 的中 �� 5781（7番人気）�� 9986（2番人気）�� 6072（6番人気）
3連複票数 計 280859 的中 ��� 8594（4番人気）
3連単票数 計 387695 的中 ��� 1880（34番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．4―12．3―13．5―13．1―13．5―13．6―12．8―12．0―11．9―11．7―12．6

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�
12．6―24．3―36．7―49．0―1：02．5―1：15．6―1：29．1―1：42．7―1：55．5―2：07．5―2：19．4―2：31．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コウキチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．7．26 福島4着

2013．4．28生 牡3鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 14戦2勝 賞金 16，150，000円

3203211月12日 晴 重 （28福島3）第3日 第8競走 ��1，150�サラブレッド系3歳以上
発走13時35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

36 ピュアノアール 牝4鹿 55
53 △伴 啓太髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 452－ 21：08．4 2．1�

24 トウショウデュエル 牡4栗 57
55 △木幡 初也トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 506－ 2 〃 クビ 9．3�

12 ジャストザヨコハマ 牡4栗 57
56 ☆岩崎 翼ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 510＋ 21：08．61� 69．2�
47 ジュエルアラモード 牝4栗 55 川須 栄彦西川 礦氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 504－ 41：08．7� 5．6�
35 トウショウスレッジ 牡3栗 56

54 △原田 和真トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 490± 01：08．8� 23．8	
816	 バーサーカー 牡4栗 57 菱田 裕二香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 B500－ 4 〃 ハナ 7．5

815	 メイショウアバラガ 牡4鹿 57 
島 良太松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 530＋ 41：08．9� 11．5�
713 マ チ ル ダ 牝5栗 55 中谷 雄太萩 英男氏 福島 信晴 日高 中川 哲也 454－ 81：09．0クビ 131．6�
59 	 スカイアクセス �7鹿 57

56 ☆加藤 祥太和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 536＋ 2 〃 ハナ 94．0�
714 ラッキーポイント 牡3鹿 56 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 モリナガファーム 472＋ 4 〃 ハナ 29．0�
48 トウカイマインド 牝5鹿 55 横山 和生内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 464－ 2 〃 クビ 41．1�
612 マザックヤース 牝3鹿 54 丸田 恭介山崎 泰博氏 高柳 瑞樹 日高 新井 弘幸 440－ 21：09．1クビ 84．1�
23 ゴールドエッグ 牡4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 498＋ 41：09．42 10．5�
510 カシノアーニング 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 442－ 41：09．5クビ 36．1�
11 シゲルムロアジ 牡3青鹿 56

55 ☆長岡 禎仁森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 加野牧場 488－ 21：09．6� 86．7�
611 キ ザ シ 牡4栗 57 嘉藤 貴行 フジワラ・ファーム 小桧山 悟 新ひだか 池田牧場 468＋101：10．45 219．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，181，400円 複勝： 23，133，700円 枠連： 10，969，700円
馬連： 30，628，100円 馬単： 17，488，600円 ワイド： 21，875，200円
3連複： 44，243，200円 3連単： 58，534，200円 計： 224，054，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 220円 � 1，480円 枠 連（2－3） 450円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 380円 �� 3，340円 �� 6，530円

3 連 複 ��� 22，000円 3 連 単 ��� 67，140円

票 数

単勝票数 計 171814 的中 � 63536（1番人気）
複勝票数 計 231337 的中 � 63983（1番人気）� 25545（3番人気）� 2647（14番人気）
枠連票数 計 109697 的中 （2－3） 18696（1番人気）
馬連票数 計 306281 的中 �� 26888（2番人気）
馬単票数 計 174886 的中 �� 9337（2番人気）
ワイド票数 計 218752 的中 �� 17019（2番人気）�� 1577（35番人気）�� 798（54番人気）
3連複票数 計 442432 的中 ��� 1508（62番人気）
3連単票数 計 585342 的中 ��� 632（210番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―11．1―12．0―12．3―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．3―31．4―43．4―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F37．0
3 ・（2，7）（3，4，6）－9（12，14）10（1，13，15）5（11，8，16） 4 ・（2，7）（3，4，6）9（12，14）10（1，13，15）5（11，8，16）

勝馬の
紹 介

ピュアノアール �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2014．7．27 福島2着

2012．4．11生 牝4鹿 母 ピュアシンフォニー 母母 ピュアブラウン 18戦3勝 賞金 38，240，000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 タキオンレディー号
（非抽選馬） 1頭 サウスリバティー号



3203311月12日 晴 稍重 （28福島3）第3日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時10分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

35 ニシノラディアント 牡3鹿 56 北村 友一西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 476－ 31：10．1 10．9�

23 キッズライトオン 牡4栗 57 菱田 裕二瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430＋ 61：10．2� 14．4�

36 ジャミールカズマ 牡4青鹿 57
54 ▲森 裕太朗合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 484－ 41：10．3� 61．2�

47 ホウオウマリリン 牝3栗 54 丸田 恭介小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 396－ 2 〃 アタマ 6．4�
815 グリニッチヴィレジ 牝3黒鹿 54

53 ☆長岡 禎仁 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 434－ 61：10．51� 114．0	
24 クリノスイートピー 牝4黒鹿 55

53 △伴 啓太栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 442－10 〃 ハナ 15．7

714� シベリアンマッシブ 牡4黒鹿 57

55 △木幡 初也藤田 在子氏 矢野 英一 新ひだか 木田牧場 476± 0 〃 アタマ 16．5�
11 コ リ ー ナ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 大島牧場 434－ 6 〃 ハナ 13．5�
816 ノミネーション 牡4黒鹿57 中谷 雄太石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 464－ 2 〃 ハナ 18．9
713 ベルリネッタ 牡5鹿 57 丸山 元気大久保和夫氏 中野 栄治 新冠 八木農場 456± 01：10．71� 9．0�
12 プラチナコード 牡4芦 57 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 514＋181：10．8クビ 2．9�
612� ゴールドウィング 牝4栗 55 的場 勇人林 正道氏 的場 均 浦河 酒井牧場 438－ 5 〃 クビ 40．4�
611 プライマリーコード 牝5芦 55

54 ☆	島 克駿 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490± 01：11．01 6．6�
48 ケントヒーロー 牡6栗 57

55 △原田 和真田畑 富子氏 南田美知雄 新冠 ハクツ牧場 492＋101：11．1
 96．3�
59 クラウンスカイ 牡3青鹿56 横山 和生�クラウン 小野 次郎 新冠 ヒカル牧場 456＋22 〃 ハナ 96．9�
510� メイショウフライキ 牝4栗 55 	島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 442－ 21：11．2クビ 86．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，155，400円 複勝： 23，773，500円 枠連： 12，488，300円
馬連： 42，253，000円 馬単： 19，044，400円 ワイド： 25，824，300円
3連複： 62，106，800円 3連単： 76，245，000円 計： 279，890，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 440円 � 470円 � 1，400円 枠 連（2－3） 3，100円

馬 連 �� 6，920円 馬 単 �� 11，840円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 8，140円 �� 7，870円

3 連 複 ��� 119，430円 3 連 単 ��� 588，050円

票 数

単勝票数 計 181554 的中 � 13313（5番人気）
複勝票数 計 237735 的中 � 15100（7番人気）� 13736（8番人気）� 4113（12番人気）
枠連票数 計 124883 的中 （2－3） 3114（16番人気）
馬連票数 計 422530 的中 �� 4726（32番人気）
馬単票数 計 190444 的中 �� 1206（57番人気）
ワイド票数 計 258243 的中 �� 2880（34番人気）�� 812（62番人気）�� 841（58番人気）
3連複票数 計 621068 的中 ��� 390（274番人気）
3連単票数 計 762450 的中 ��� 94（1343番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．5―11．7―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．8―46．5―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノラディアント �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2016．1．17 中京3着

2013．5．1生 牡3鹿 母 スターデュエット 母母 Savannah Song 7戦1勝 賞金 12，500，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 ノミネーション号の騎手中谷雄太は，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：10番・8番・7番・
2番・1番）

3203411月12日 晴 稍重 （28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45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 1，175，000
1，175，000

円
円

付 加 賞 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード
中央レコード

1：57．3
1：56．1

良
良

57 ウインテンダネス 牡3栗 55 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 498± 02：03．1 8．4�
712 エフティスパークル 牡3黒鹿55 吉田 隼人吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 442± 0 〃 クビ 2．2�
33 ヤマニンリュウセイ 牡3栗 55 北村 友一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 462－ 2 〃 ハナ 10．6�
46 ヴァンデミエール 牝5鹿 55 伊藤 工真�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 22：03．2クビ 16．7�
69 グリーンラヴ 牡6栗 57 中谷 雄太 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 472－ 2 〃 同着 18．6

34 カ ラ ビ ナ 牡3鹿 55 加藤 祥太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋122：03．3� 5．9�
814 ラッシュアワー 牡3黒鹿55 丸田 恭介 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 82：03．4	 6．8�
58 
 ミトノグラス 牡3鹿 55 �島 克駿ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 480＋ 82：03．61	 20．3
813 カレングランブルー 牡5栗 57 �島 良太鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 448± 02：03．81� 32．2�
11 レジメンタル 牡4栗 57 丸山 元気�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 448＋ 4 〃 ハナ 37．0�
711 レッドグルック 牡5鹿 57 嶋田 純次 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 502＋102：03．9	 73．3�
610 プールアンレーヴ 牡3鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 愛 Earl Ecurie Du
Grand Chene 472＋ 6 〃 アタマ 193．7�

45 シンボリラパス 牡3栗 55 木幡 初広シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 480＋ 62：04．0	 47．4�
22 
 フィールドシャルム 牡3鹿 55 横山 和生岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 482－ 82：04．1� 37．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 20，273，700円 複勝： 26，722，200円 枠連： 13，369，500円
馬連： 45，990，700円 馬単： 22，024，800円 ワイド： 26，467，300円
3連複： 62，160，000円 3連単： 85，153，900円 計： 302，162，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 210円 � 130円 � 250円 枠 連（5－7） 540円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 410円 �� 940円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 17，010円

票 数

単勝票数 計 202737 的中 � 19133（4番人気）
複勝票数 計 267222 的中 � 27885（3番人気）� 72632（1番人気）� 21898（5番人気）
枠連票数 計 133695 的中 （5－7） 18882（1番人気）
馬連票数 計 459907 的中 �� 40175（1番人気）
馬単票数 計 220248 的中 �� 6637（7番人気）
ワイド票数 計 264673 的中 �� 17595（2番人気）�� 6771（10番人気）�� 12559（4番人気）
3連複票数 計 621600 的中 ��� 18243（2番人気）
3連単票数 計 851539 的中 ��� 3628（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．6―37．1―50．3―1：03．1―1：15．3―1：27．1―1：38．9―1：50．3

コーナー
通過順位

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

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

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3栗 母 モエレメルシー 母母 ブライトサンディー 15戦2勝 賞金 25，275，000円



3203511月12日 晴 重 （28福島3）第3日 第11競走 ��
��1，700�福 島 放 送 賞

発走15時20分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

福島放送賞（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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

59 トミケンシャルゴー 牡4鹿 57 木幡 初也冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 豊洋牧場 514＋ 61：44．6 8．5�
23 ナムラミラクル 牡3芦 55 北村 友一奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 464＋ 21：44．81� 12．5�
34 ダイチヴュルデ 牡5鹿 57 川須 栄彦 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 452－ 41：45．22	 38．4�
815 インザバブル 牡3鹿 55 丸田 恭介�G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 41：45．3	 4．9�
11 クールオープニング 牡5青鹿57 
島 克駿前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 61：45．61	 22．7	
22 コスモラヴモア 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 500－ 2 〃 ハナ 35．0

611 レッツゴースター 牡4栗 57 嘉藤 貴行�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 462± 0 〃 クビ 16．9�
712 メイプルレインボー 牡4栗 57 長岡 禎仁節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 506± 01：45．7クビ 2．7�
814 ラテールプロミーズ 牡3青鹿55 菱田 裕二ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 508－101：45．91� 12．3
46 � サクセスラディウス 牡5青鹿57 木幡 初広髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 512± 01：46．22 25．5�
713 エイヴィアンボス 牡6鹿 57 加藤 祥太桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 540＋ 41：46．3クビ 88．6�
35 バイタルフォルム 牡6黒鹿57 吉田 隼人ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 藤春 修二 494－ 81：46．51� 92．6�
58 � ゴ ド リ ー 牡6栗 57 丸山 元気林 正道氏 武井 亮 米 Sanford R.

Robertson 516－ 41：47．45 7．5�
610 ロトラトゥール 牝5鹿 55 横山 和生國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 B490－ 4 （競走中止） 18．2�

（14頭）
47 ディグニファイド 牡4栗 57 中谷 雄太 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 532＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，753，800円 複勝： 35，832，000円 枠連： 28，187，900円
馬連： 79，313，400円 馬単： 32，867，000円 ワイド： 38，573，600円
3連複： 95，334，600円 3連単： 122，689，600円 計： 459，551，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 260円 � 400円 � 990円 枠 連（2－5） 2，810円

馬 連 �� 4，730円 馬 単 �� 9，240円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 4，120円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 49，070円 3 連 単 ��� 219，080円

票 数

単勝票数 差引計 267538（返還計 46187） 的中 � 25172（4番人気）
複勝票数 差引計 358320（返還計 54430） 的中 � 40757（3番人気）� 23479（6番人気）� 8341（12番人気）
枠連票数 差引計 281879（返還計 1990） 的中 （2－5） 7753（12番人気）
馬連票数 差引計 793134（返還計304748） 的中 �� 12981（17番人気）
馬単票数 差引計 328670（返還計132863） 的中 �� 2667（36番人気）
ワイド票数 差引計 385736（返還計133969） 的中 �� 6548（20番人気）�� 2386（48番人気）�� 3346（38番人気）
3連複票数 差引計 953346（返還計653405） 的中 ��� 1457（142番人気）
3連単票数 差引計1226896（返還計861924） 的中 ��� 406（683番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．4―12．3―12．5―12．3―12．6―12．7―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．3―41．6―54．1―1：06．4―1：19．0―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンシャルゴー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．8．17 新潟中止

2012．4．24生 牡4鹿 母 ホウヨウターゲット 母母 ソフトボイス 16戦4勝 賞金 45，062，000円
〔競走除外〕 ディグニファイド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。発

走時刻6分遅延。
〔競走中止〕 ロトラトゥール号は，3コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ロトラトゥール号の騎手横山和生は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ディグニファイド号は，平成28年11月13日から平成28年12月12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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 シャラク号・パイロキシン号

3203611月12日 晴 稍重 （28福島3）第3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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 518，000円 148，000円 74，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

59 � タイキパラドックス 牡4栗 57 荻野 琢真�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 440－ 41：10．2 50．9�

47 ウインベントゥーラ 牡4鹿 57 菱田 裕二�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 456－ 8 〃 クビ 18．8�
12 ラブローレル 牝4青鹿55 丹内 祐次増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 430± 01：10．41 17．4�
11 	� トーセンクリス 牝3鹿 53 北村 友一島川 �哉氏 大久保龍志 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

506＋ 1 〃 ハナ 9．1	
612 ベルモントラハイナ 牝5鹿 55 川須 栄彦�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 462－ 6 〃 アタマ 7．4

36 � ツキミチャン 牝5青鹿55 加藤 祥太瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 458－ 2 〃 クビ 45．9�
815 シャインレッド 牡3鹿 56 丸山 元気了德寺健二氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 512＋ 21：10．5
 6．8�
35 ガイアトウショウ 牝3栗 54 的場 勇人トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 458－ 41：10．6クビ 14．8
816 フジマサアクトレス 牝3鹿 54 吉田 隼人藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 446± 01：10．81
 8．6�
48 スズカウルトラ 牡3鹿 56 �島 克駿永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 462＋ 61：10．9クビ 31．6�
24 アークアーセナル 牡3鹿 56 木幡 初也小阪 優友氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 466－ 2 〃 ハナ 2．3�
510	 ピュアリーソリッド 牝4鹿 55 伊藤 工真南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Winches-

ter Farm 436－12 〃 ハナ 42．3�
23 シリーシンフォニー 牡4鹿 57 中谷 雄太吉田 和美氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 アタマ 40．6�
714 スーパールミナル 牝4栗 55 西田雄一郎 �グリーンファーム竹内 正洋 浦河 有限会社

吉田ファーム 476± 01：11．64 151．9�
611 セラフィーナ 牝4青鹿55 嘉藤 貴行矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 B442－101：11．7クビ 94．2�
713 マルターズシャトル 牡4栗 57 原田 和真藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B492＋ 41：12．87 192．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，260，100円 複勝： 31，827，800円 枠連： 18，877，800円
馬連： 61，219，300円 馬単： 28，443，200円 ワイド： 33，954，700円
3連複： 86，469，200円 3連単： 120，837，000円 計： 408，889，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，090円 複 勝 � 1，190円 � 580円 � 440円 枠 連（4－5） 8，100円

馬 連 �� 28，910円 馬 単 �� 58，280円

ワ イ ド �� 7，770円 �� 6，270円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 101，640円 3 連 単 ��� 730，050円

票 数

単勝票数 計 272601 的中 � 4279（13番人気）
複勝票数 計 318278 的中 � 6605（12番人気）� 14533（8番人気）� 20458（7番人気）
枠連票数 計 188778 的中 （4－5） 1806（26番人気）
馬連票数 計 612193 的中 �� 1641（74番人気）
馬単票数 計 284432 的中 �� 366（146番人気）
ワイド票数 計 339547 的中 �� 1122（74番人気）�� 1393（67番人気）�� 2919（33番人気）
3連複票数 計 864692 的中 ��� 638（253番人気）
3連単票数 計1208370 的中 ��� 120（1556番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．0―11．8―11．8―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タイキパラドックス �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 Devil’s Bag

2012．3．2生 牡4栗 母 タイキマフィン 母母 Welsh Muffin 12戦1勝 賞金 11，868，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ピュアリーソリッド号の騎手横山和生は，第11競走での落馬負傷のため伊藤工真に変更。
〔発走状況〕 ピュアリーソリッド号は，発進不良〔内側に逃避〕。
※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） 2頭 オレンジガール号・グレースシャンティ号
（非抽選馬） 5頭 シェヴェルニー号・ナッツスター号・ファジーネーブル号・ユッセ号・レーヴドプランス号



（28福島3）第3日 11月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 182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

171，750，000円
1，270，000円
11，140，000円
2，030，000円
17，200，000円
70，370，000円
4，732，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
207，431，100円
263，541，100円
142，909，600円
434，372，600円
218，161，900円
266，372，300円
593，816，800円
772，324，800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 2，898，930，200円

総入場人員 8，693名 （有料入場人員 7，038名）
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