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3200111月2日 晴 良 （25福島3）第1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

612 クインズセブン 牡2鹿 55 中舘 英二 �クイーンズ・ランチ 松山 康久 浦河 富田牧場 492± 01：09．8 3．9�
24 フジマサレジェンド 牡2芦 55 柴山 雄一藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 502－ 6 〃 アタマ 8．6�
816 レッドキャンティー 牝2栗 54 村田 一誠�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 438＋ 21：09．9� 36．8�
611 ビットアリエス 牝2青鹿54 川須 栄彦礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 442± 01：10．22 7．5�
23 シゲルオオスミ 牝2鹿 54 黛 弘人森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 448－ 4 〃 ハナ 80．6	
510 マイネルボルソー 牡2鹿 55 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 454＋10 〃 ハナ 3．3

815 カウンターハッセキ 牡2鹿 55

53 △杉原 誠人井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 440＋16 〃 同着 8．8�
48 ダイメイリシャール 牡2栗 55 吉田 隼人宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 482＋ 41：10．3クビ 12．6�
12 モルフェティー 牡2青鹿 55

52 ▲山崎 亮誠並河賢一郎氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 430＋ 21：10．72� 266．5
35 � サリレモンド 牡2栗 55 丸山 元気�ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

500＋ 41：10．91 20．5�
47 デジタルアゲン 牡2鹿 55 西田雄一郎浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 512＋ 4 〃 アタマ 39．3�
713 スイートイレーヌ 牝2鹿 54 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 434－ 21：11．0� 91．8�
36 メイショウトッピー 牡2鹿 55 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 近藤牧場 450－ 61：11．1� 27．5�
59 ディアキンカク 牡2栗 55

52 ▲伴 啓太ディアレスト 矢野 英一 浦河 小島牧場 488－ 21：11．31� 12．6�
11 エランバイタル 牝2黒鹿54 宮崎 北斗吉田喜代司氏 中川 公成 新ひだか 田中 春美 458＋ 21：11．62 192．7�
714 アポロセレーノ 牡2栗 55 西村 太一アポロサラブレッドクラブ 高柳 瑞樹 日高 広中 稔 480－ 21：12．02� 125．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 11，565，100円 複勝： 21，300，500円 枠連： 8，353，800円
馬連： 22，541，200円 馬単： 15，238，100円 ワイド： 13，024，400円
3連複： 34，777，500円 3連単： 50，274，000円 計： 177，074，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 320円 � 1，050円 枠 連（2－6） 1，590円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 860円 �� 2，480円 �� 5，060円

3 連 複 ��� 24，970円 3 連 単 ��� 115，230円

票 数

単勝票数 計 115651 的中 � 23568（2番人気）
複勝票数 計 213005 的中 � 42513（2番人気）� 16692（3番人気）� 4151（11番人気）
枠連票数 計 83538 的中 （2－6） 3896（9番人気）
馬連票数 計 225412 的中 �� 7213（11番人気）
馬単票数 計 152381 的中 �� 3013（13番人気）
ワイド票数 計 130244 的中 �� 3911（10番人気）�� 1277（30番人気）�� 615（53番人気）
3連複票数 計 347775 的中 ��� 1028（79番人気）
3連単票数 計 502740 的中 ��� 322（360番人気）

ハロンタイム 9．7―11．0―11．2―11．9―12．6―13．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．7―31．9―43．8―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．9
3 ・（9，12，16）－（7，11，15）6，10，13，4（5，8）3（2，14）＝1 4 ・（9，12，16）－（7，11）（6，10，15，4）（8，13）－3，5，2－14，1

勝馬の
紹 介

クインズセブン �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 In Excess デビュー 2013．7．27 新潟12着

2011．3．18生 牡2鹿 母 ジャストトゥートゥー 母母 Marsh Grass 5戦1勝 賞金 7，550，000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 ヴェアリアスサマー号
（非抽選馬） 1頭 レッドローズキング号

3200211月2日 晴 良 （25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
1：08．6
1：07．8

良
良

35 エルカミーノレアル 牡2鹿 55 丸山 元気広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 474＋161：09．3 7．8�
23 ディアエトワール 牡2栗 55

53 △杉原 誠人ディアレスト 的場 均 新ひだか 山際 智 450－ 4 〃 ハナ 17．7�
11 ラ ン ド ロ ワ 牝2芦 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 446－ 8 〃 ハナ 9．0�
510 コスモワッショイ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム B424＋ 41：09．51� 8．5�
47 ウインネオルーラー 牡2黒鹿55 吉田 隼人�ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 464－ 41：09．71� 2．4	
24 ラ ラ ラ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 442＋101：09．8� 106．1

612 マスソングウインド 牡2黒鹿55 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 486＋161：09．9� 148．0�
815 マイネルスコープ 牡2栗 55

54 ☆菱田 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 448＋141：10．11 72．7�

611 タイキフォンテーヌ 牝2鹿 54
53 ☆嶋田 純次�大樹ファーム 黒岩 陽一 浦河 日田牧場 432＋10 〃 ハナ 51．8

59 グラスケリー 牝2芦 54 勝浦 正樹半沢� 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 460＋ 4 〃 アタマ 3．3�
816 ローズビジュー 牝2栗 54 川須 栄彦三枝 栄二氏 武藤 善則 青森 諏訪牧場 442－ 21：10．31� 34．6�
713 シゲルイシカリ 牝2栗 54 中舘 英二森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 タニグチ牧場 420－ 61：10．62 36．3�
714 コスモスティキン 牡2鹿 55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 402＋ 61：10．81� 243．7�
12 ピメレアロゼア 牝2栗 54

51 ▲山崎 亮誠加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 清水 誠一 398± 0 〃 ハナ 252．1�
48 ゴールドストーム 牝2鹿 54 柴山 雄一居城 要氏 成島 英春 新冠 北勝ファーム 446＋ 41：11．11� 292．1�
36 ビバサクラサクラ 牡2鹿 55 小島 太一池住 安信氏 小島 太 新ひだか キヨタケ牧場 414＋ 81：11．73� 128．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 11，193，600円 複勝： 21，001，000円 枠連： 6，716，600円
馬連： 19，947，100円 馬単： 15，721，700円 ワイド： 12，350，900円
3連複： 29，334，700円 3連単： 50，638，300円 計： 166，903，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 360円 � 590円 � 310円 枠 連（2－3） 4，070円

馬 連 �� 4，040円 馬 単 �� 9，350円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 1，120円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 12，510円 3 連 単 ��� 83，800円

票 数

単勝票数 計 111936 的中 � 11377（3番人気）
複勝票数 計 210010 的中 � 15680（5番人気）� 8627（6番人気）� 19163（4番人気）
枠連票数 計 67166 的中 （2－3） 1220（14番人気）
馬連票数 計 199471 的中 �� 3651（12番人気）
馬単票数 計 157217 的中 �� 1242（27番人気）
ワイド票数 計 123509 的中 �� 2043（14番人気）�� 2754（11番人気）�� 2036（15番人気）
3連複票数 計 293347 的中 ��� 1731（32番人気）
3連単票数 計 506383 的中 ��� 446（207番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．5―11．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―45．7―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エルカミーノレアル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．7．20 中京8着

2011．4．30生 牡2鹿 母 ショウナンタレント 母母 シ ャ ン ラ ン 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況・騎手変更〕 ディアエトワール号の騎手的場勇人は，馬場入場後に落馬。検査のため杉原誠人に変更。検量及び装鞍

のやり直しのため発走時刻6分遅延。
※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 オリエンタルダガー号

第３回 福島競馬 第１日



3200311月2日 晴 良 （25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 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

710 スカルラット 牝4栃栗55 柴山 雄一�日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム 500± 01：47．2 9．6�
68 ホワイトアルバム 牝5芦 55 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 520± 0 〃 ハナ 2．8�
22 ラクリモーサ 牝4青鹿55 岡田 祥嗣 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 438－12 〃 クビ 8．6�
69 カゼノサファイア 牝3青 53 村田 一誠深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 474＋ 41：47．52 22．2�
812 ソロデビュー 牝4黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 504－ 2 〃 アタマ 21．4	
711 オメガエンブレム 牝4青 55 吉田 隼人原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464－ 21：47．6クビ 9．5

813 オ リ ア ー ナ 牝3青鹿53 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 B490－ 2 〃 クビ 49．4�
11 ダブルファンタジー 牝3栗 53 丸山 元気安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 470－121：47．7クビ 5．4�
33 ツーオブアス 牝4黒鹿55 西村 太一�前川企画 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 ハナ 14．3
57 ダイワプロシード 牝3栗 53 川須 栄彦大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 450± 01：47．91� 10．4�
56 フィールザロマンス 牝3黒鹿 53

51 △杉原 誠人加藤 信之氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 B446－ 61：48．32� 13．7�
45 マーティンゴールド 牝3栗 53

50 ▲花田 大昂大戸 志浦氏 沖 芳夫 浦河 田中スタッド 464＋ 61：48．83 58．2�
44 ニーマルダイヤ 牝3栃栗53 梶 晃啓板橋 秋氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 496－ 21：49．01� 75．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 11，098，300円 複勝： 19，963，700円 枠連： 7，253，900円
馬連： 21，809，000円 馬単： 16，559，400円 ワイド： 13，991，700円
3連複： 32，531，800円 3連単： 55，212，500円 計： 178，420，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 230円 � 130円 � 220円 枠 連（6－7） 660円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，080円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 21，990円

票 数

単勝票数 計 110983 的中 � 9186（5番人気）
複勝票数 計 199637 的中 � 18939（4番人気）� 56059（1番人気）� 21014（3番人気）
枠連票数 計 72539 的中 （6－7） 8189（2番人気）
馬連票数 計 218090 的中 �� 11370（3番人気）
馬単票数 計 165594 的中 �� 3316（11番人気）
ワイド票数 計 139917 的中 �� 7001（3番人気）�� 3028（15番人気）�� 7067（2番人気）
3連複票数 計 325318 的中 ��� 9449（4番人気）
3連単票数 計 552125 的中 ��� 1853（48番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．2―43．2―56．3―1：08．3―1：20．6―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スカルラット �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2012．4．7 福島14着

2009．4．22生 牝4栃栗 母 チ ャ ッ プ 母母 セ ナ リ オ 23戦2勝 賞金 24，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時55分に変更。
〔制裁〕 ラクリモーサ号の騎手岡田祥嗣は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。

3200411月2日 晴 良 （25福島3）第1日 第4競走 ��1，150�サラブレッド系3歳以上
発走11時20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 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

59 � サウンドカスケード 牡3鹿 56 川須 栄彦増田 雄一氏 池上 昌弘 米
Equus Farm &
Susan M. For-
rester

B498± 01：08．3 3．4�
47 ジェネシスロック 牡3鹿 56 丸山 元気前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 21：08．93� 6．4�
11 シュナップス 牡3栗 56 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 446－ 41：09．11� 5．0�
612 ア サ ケ ゴ マ 牝3芦 54 柴山 雄一大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 472± 0 〃 ハナ 9．0�
815 グレートエンジェル 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 482－ 4 〃 クビ 18．1�
36 フォースフル 牡4黒鹿 57

56 ☆嶋田 純次�Basic 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 484－ 61：09．31� 18．8	
713 クリスワールド 牡5栗 57 鮫島 良太加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 492－14 〃 クビ 93．7

714� エーシンサミット 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太�栄進堂 西園 正都 米 Centaur
Farms, Inc. 534＋ 21：09．51� 7．6�

611 アドマイヤスパーズ 牡3鹿 56 吉田 隼人近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 470－12 〃 ハナ 45．1�
510 アスキットキング 牡3鹿 56 宮崎 北斗中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 438± 01：09．6クビ 146．5
12 ブルジュオン 牝3黒鹿54 村田 一誠�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 61：09．7	 39．9�
24 ト ド ロ ッ ク 牡3鹿 56 上村 洋行山岸 桂市氏 奥平 雅士 新冠 川島牧場 B490＋101：09．8	 30．4�
816 ユキノマルガリータ 牝3鹿 54 木幡 初広井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 462－ 41：09．9クビ 58．8�
48 � エクセレンフレール 牡3鹿 56 中舘 英二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie

W. Lockhart Jr. 506＋ 61：10．32� 8．0�
23 
 ガ ル ホ ー ム 牡4栗 57 黛 弘人國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 長谷部牧場 478± 0 〃 クビ 183．4�
35 シ ム ー ン 牡4鹿 57 西田雄一郎�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム B478－161：10．83 102．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，407，200円 複勝： 26，084，200円 枠連： 9，137，700円
馬連： 28，767，500円 馬単： 18，780，400円 ワイド： 16，014，700円
3連複： 42，347，300円 3連単： 62，871，700円 計： 219，410，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 180円 � 160円 枠 連（4－5） 940円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 590円 �� 500円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 13，680円

票 数

単勝票数 計 154072 的中 � 36257（1番人気）
複勝票数 計 260842 的中 � 36998（3番人気）� 39289（2番人気）� 45870（1番人気）
枠連票数 計 91377 的中 （4－5） 7229（2番人気）
馬連票数 計 287675 的中 �� 12600（5番人気）
馬単票数 計 187804 的中 �� 4223（9番人気）
ワイド票数 計 160147 的中 �� 6563（5番人気）�� 8073（2番人気）�� 8242（1番人気）
3連複票数 計 423473 的中 ��� 14618（1番人気）
3連単票数 計 628717 的中 ��� 3394（10番人気）

ハロンタイム 9．3―10．8―11．3―12．1―11．9―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．3―20．1―31．4―43．5―55．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サウンドカスケード �
�
父 Ready’s Image �

�
母父 Wild Zone デビュー 2012．11．18 東京5着

2010．4．20生 牡3鹿 母 Naughtier 母母 Haughty 9戦2勝 賞金 16，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時25分に変更。
〔発走状況〕 エクセレンフレール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 エクセレンフレール号は，発走調教再審査。



3200511月2日 晴 良 （25福島3）第1日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走11時50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
1：08．6
1：07．8

良
良

48 カレングランブルー 牡2栗 55 丸山 元気鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 458 ―1：09．3 1．9�
510 サンデンバー 牡2鹿 55

54 ☆菱田 裕二加藤 信之氏 的場 均 新冠 樋渡 信義 484 ― 〃 クビ 102．3�
713 クライフォージョイ 牝2黒鹿54 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新冠 山岡牧場 498 ―1：10．15 12．0�
24 メリディアン 牝2栗 54 黛 弘人折手 邦雄氏 和田 雄二 新ひだか 折手牧場 410 ―1：10．2� 66．3�
12 デルマフジコ 牝2栗 54 木幡 初広浅沼 廣幸氏 浅野洋一郎 千歳 社台ファーム 488 ―1：10．3� 8．8�
35 シュヴァルベ 牡2栗 55 川須 栄彦ケンレーシング組合 土田 稔 日高 北田 剛 400 ― 〃 ハナ 86．9	
816 ファンキーバラード 牡2青鹿55 吉田 隼人阿部 雅英氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット 484 ―1：10．4� 51．7

11 ペイシャゴンジセ 牡2鹿 55 西田雄一郎北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 452 ―1：10．5� 14．2�
59 ショウナンララバイ 牝2鹿 54 勝浦 正樹�湘南 古賀 史生 新ひだか 静内フアーム 438 ― 〃 クビ 31．5
36 アラバンサビコー 牝2鹿 54 中舘 英二大迫久美子氏 松山 康久 新冠 村上 欽哉 456 ― 〃 ハナ 4．2�
815 バリングバー 牝2黒鹿54 村田 一誠 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426 ―1：10．71� 21．2�
612 ウソブキアリク 牡2芦 55 荻野 琢真スリースターズレーシング 松永 康利 日高 豊洋牧場 416 ―1：10．91� 58．4�
714 ターゲットバスター 牝2青 54

51 ▲伴 啓太古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 452 ―1：11．11 97．0�
611 ピンフブルース 牝2栗 54 柴山 雄一�向別牧場 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 390 ―1：11．84 140．2�
23 カ ツ ラ オ ー 牡2栗 55 丹内 祐次篠木 俊二氏 菅原 泰夫 茨城 篠木牧場 444 ― 〃 クビ 51．9�
47 ブリッジバード 牝2栗 54

53 ☆嶋田 純次�ターフ・スポート矢野 英一 新ひだか 畠山牧場 B454 ― （競走中止） 27．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，499，100円 複勝： 26，821，200円 枠連： 8，741，500円
馬連： 22，190，200円 馬単： 19，476，900円 ワイド： 11，687，300円
3連複： 25，935，300円 3連単： 50，901，100円 計： 180，252，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 1，350円 � 280円 枠 連（4－5） 1，070円

馬 連 �� 5，940円 馬 単 �� 7，490円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 470円 �� 7，300円

3 連 複 ��� 18，550円 3 連 単 ��� 74，990円

票 数

単勝票数 計 144991 的中 � 60708（1番人気）
複勝票数 計 268212 的中 � 126848（1番人気）� 2704（13番人気）� 17094（5番人気）
枠連票数 計 87415 的中 （4－5） 6048（5番人気）
馬連票数 計 221902 的中 �� 2758（18番人気）
馬単票数 計 194769 的中 �� 1921（21番人気）
ワイド票数 計 116873 的中 �� 1352（20番人気）�� 6852（4番人気）�� 369（62番人気）
3連複票数 計 259353 的中 ��� 1032（59番人気）
3連単票数 計 509011 的中 ��� 501（198番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．1―11．4―12．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．0―45．4―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレングランブルー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2011．3．31生 牡2栗 母 ココナッツパルム 母母 ココパシオン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 サンデンバー号の騎手的場勇人は，第2競走での馬場入場後の落馬負傷のため菱田裕二に変更。
〔競走中止〕 ブリッジバード号は，競走中に疾病〔寛骨々折〕を発症し，3コーナーで転倒したため競走中止。
〔制裁〕 カレングランブルー号の騎手丸山元気は，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10，000円。（被害馬：15

番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 クリノグラスオー号・コウギョウバクシン号・チリトテチン号・ニヴォーズ号・ロゼウイナー号

3200611月2日 晴 良 （25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

56 � テーオーダンシング �6鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 532－ 21：46．8 2．3�
33 アルスマルカート 牡5栗 57

55 △杉原 誠人池田 正孝氏 矢作 芳人 新ひだか 矢野牧場 B472－ 21：46．9� 25．2�
811 アーサーバローズ 牡4栗 57

56 ☆菱田 裕二猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 464－10 〃 クビ 3．5�
812 ゴーイングベル 牡3芦 55

52 ▲城戸 義政田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 500＋ 21：47．11 18．8�
22 メイショウアルザス 牡4鹿 57

54 ▲原田 敬伍松本 好�氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 460－ 6 〃 クビ 18．2�
710 サウスパシフィック 牡4鹿 57 平野 優 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 506－ 41：47．63 13．7	
55 � チアフルウェルカム 牡4栗 57

54 ▲花田 大昂吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 482＋121：47．7クビ 12．0

44 リサーチアゲン 牡5鹿 57 西村 太一浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 川越牧場 494－ 21：47．9� 20．2�
11 � サンデンマックス 牡5鹿 57

54 ▲伴 啓太山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム 496－ 41：48．0� 37．6�
79 ビーインラプチャー 牝3栗 53

50 ▲山崎 亮誠吉田 千津氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 436＋ 81：48．21� 37．4
67 スズカキングダム 牡4鹿 57 水口 優也永井 啓弍氏 武 宏平 平取 稲原牧場 476－181：48．94 9．1�
68 � ノーネームホース 牡4黒鹿57 伊藤 工真山田 弘氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 490－131：49．22 61．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，017，300円 複勝： 21，791，300円 枠連： 7，586，500円
馬連： 24，172，000円 馬単： 17，771，900円 ワイド： 13，712，700円
3連複： 30，848，900円 3連単： 54，455，600円 計： 184，356，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 390円 � 140円 枠 連（3－5） 1，720円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 660円 �� 220円 �� 930円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 10，910円

票 数

単勝票数 計 140173 的中 � 48987（1番人気）
複勝票数 計 217913 的中 � 69425（1番人気）� 8721（9番人気）� 42729（2番人気）
枠連票数 計 75865 的中 （3－5） 3262（8番人気）
馬連票数 計 241720 的中 �� 9083（6番人気）
馬単票数 計 177719 的中 �� 4907（8番人気）
ワイド票数 計 137127 的中 �� 4615（7番人気）�� 19560（1番人気）�� 3173（15番人気）
3連複票数 計 308489 的中 ��� 12460（4番人気）
3連単票数 計 544556 的中 ��� 3686（20番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．7―42．4―56．1―1：08．6―1：20．9―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�テーオーダンシング �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Premiership

2007．3．27生 �6鹿 母 プライムタイムサンデー 母母 Sunday Sucree 27戦1勝 賞金 32，390，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

〔騎手変更〕 リサーチアゲン号の騎手嶋田純次は，第5競走での落馬負傷のため西村太一に変更。



3200711月2日 晴 良 （25福島3）第1日 第7競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13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 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

48 キネオリュウセイ 牡3黒鹿56 吉田 隼人吉田 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 472－ 21：08．5 6．4�

713 テーオートマホーク 牡3鹿 56
55 ☆菱田 裕二小笹 公也氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 478＋ 4 〃 アタマ 2．3�

59 � ニュアージゲラン 牝4鹿 55 黛 弘人白井 岳氏 大久保洋吉 日高 碧雲牧場 456－ 61：08．71� 36．2�
510 ジャストザオネスト 牡3黒鹿 56

53 ▲山崎 亮誠ジャスト・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 480－ 6 〃 ハナ 37．9�

815 ロマネクイーン 牝3鹿 54 津村 明秀村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 454＋ 21：08．8� 33．5�
12 � スリーキャピトル 牝4鹿 55 岡田 祥嗣永井商事	 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 478＋10 〃 クビ 7．8

24 トーホウジュリア 牝4鹿 55 嘉藤 貴行東豊物産	 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 444＋ 41：08．9� 27．7�
611� フォレストピア 牡4鹿 57 西田雄一郎 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 日高 オリオンファーム 462＋ 61：09．0� 192．3�
11 ジェネクラージュ 牡3栗 56 中舘 英二加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 456＋14 〃 アタマ 12．7
47 カイシュウタビビト 牡4芦 57 丸山 元気飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 秋田牧場 506＋101：09．1クビ 5．9�
35 メイショウガンツ 牝3鹿 54 小林 徹弥松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 430＋ 21：09．31� 103．2�
36 セルリアンレッド 牡6黒鹿57 田中 健�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 478＋20 〃 クビ 79．0�
612 トミケンフィアブル 牡3栗 56 川須 栄彦冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 478＋ 8 〃 ハナ 11．2�
816 デルマビシャモン 牡4鹿 57 木幡 初広浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム B456－ 4 〃 同着 119．5�
714 ショウナンパレット 牝3黒鹿54 勝浦 正樹�湘南 古賀 史生 新冠 柏木 一則 456－ 41：09．4クビ 24．3�

（15頭）
23 ヤマニンシバルリー 牡5青鹿57 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 488＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 12，025，200円 複勝： 19，676，100円 枠連： 8，947，100円
馬連： 20，995，000円 馬単： 15，301，600円 ワイド： 11，626，200円
3連複： 27，967，500円 3連単： 49，479，800円 計： 166，018，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 240円 � 130円 � 690円 枠 連（4－7） 410円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 380円 �� 3，380円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 9，730円 3 連 単 ��� 50，720円

票 数

単勝票数 差引計 120252（返還計 4787） 的中 � 14928（3番人気）
複勝票数 差引計 196761（返還計 10586） 的中 � 19058（4番人気）� 58118（1番人気）� 5141（11番人気）
枠連票数 差引計 89471（返還計 429） 的中 （4－7） 16329（1番人気）
馬連票数 差引計 209950（返還計 20597） 的中 �� 16749（2番人気）
馬単票数 差引計 153016（返還計 12969） 的中 �� 4991（7番人気）
ワイド票数 差引計 116262（返還計 12073） 的中 �� 8530（2番人気）�� 786（38番人気）�� 1538（21番人気）
3連複票数 差引計 279675（返還計 48447） 的中 ��� 2122（33番人気）
3連単票数 差引計 494798（返還計 79978） 的中 ��� 720（158番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―10．9―11．3―11．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．5―44．8―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キネオリュウセイ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．12．2 中山1着

2010．4．30生 牡3黒鹿 母 エグゼリーナ 母母 ロイヤルコスマー 6戦2勝 賞金 17，300，000円
〔騎手変更〕 トミケンフィアブル号の騎手嶋田純次は，第5競走での落馬負傷のため川須栄彦に変更。
〔競走除外〕 ヤマニンシバルリー号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。
※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 ステキトワイライト号

3200811月2日 晴 良 （25福島3）第1日 第8競走 2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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
1：57．8
1：56．1

良
良

812 サダムロードショー 牡3鹿 55 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 61：59．5 4．8�

56 マイネルスパーブ 牡4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 470－ 5 〃 ハナ 9．2�

22 エスユーハリケーン 牡3鹿 55 津村 明秀楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 472－ 21：59．71� 7．4�
811 トウショウプライド 牡3栗 55 二本柳 壮トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 504－ 4 〃 アタマ 18．5�
33 ベルゲンクライ 牡3芦 55 黛 弘人大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム B488－ 4 〃 クビ 7．6�
67 ヤマニンアルゴシー 牡3栗 55 勝浦 正樹土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 462－ 61：59．8� 2．3	
79 ティンホイッスル 牝3黒鹿53 大庭 和弥 
荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム 442± 02：00．01� 11．2�
44 ニシノレゾネ 牡3栗 55

52 ▲山崎 亮誠西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 438－ 22：00．1� 123．9�
55 テワヒポウナム 牝3鹿 53 嘉藤 貴行
ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 440＋ 42：00．2� 67．4
710 フロールジェナ 牝5鹿 55

52 ▲伴 啓太小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 444± 02：00．51� 214．0�
11 ウインデスティニー 牡3栗 55 伊藤 工真�ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 42：01．24 18．3�
68 カンボレバン �3鹿 55 田中 博康有限会社シルク木村 哲也 浦河 日の出牧場 470－ 62：01．52 110．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 13，795，300円 複勝： 19，047，600円 枠連： 6，710，300円
馬連： 22，454，500円 馬単： 16，803，000円 ワイド： 10，875，300円
3連複： 28，808，300円 3連単： 57，871，300円 計： 176，365，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 200円 � 210円 枠 連（5－8） 1，210円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 720円 �� 560円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 16，190円

票 数

単勝票数 計 137953 的中 � 22699（2番人気）
複勝票数 計 190476 的中 � 34488（2番人気）� 24223（3番人気）� 22534（4番人気）
枠連票数 計 67103 的中 （5－8） 4106（5番人気）
馬連票数 計 224545 的中 �� 8419（7番人気）
馬単票数 計 168030 的中 �� 3948（11番人気）
ワイド票数 計 108753 的中 �� 3686（10番人気）�� 4919（5番人気）�� 3505（11番人気）
3連複票数 計 288083 的中 ��� 6049（12番人気）
3連単票数 計 578713 的中 ��� 2638（47番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―10．8―12．4―13．0―12．3―12．2―11．9―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．4―34．2―46．6―59．6―1：11．9―1：24．1―1：36．0―1：47．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サダムロードショー �
�
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 2012．12．1 阪神3着

2010．3．10生 牡3鹿 母 グランオマージュ 母母 ジョリーザザ 6戦2勝 賞金 15，600，000円



3200911月2日 晴 良 （25福島3）第1日 第9競走 1，700�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

813 ポイントブランク 牡3栗 55 川須 栄彦 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 546＋261：46．3 2．9�
11 サクセスフルビッド 牡4黒鹿57 荻野 琢真�G1レーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 504＋101：47．04 8．0�
34 � ラブトゥオール 牡4黒鹿 57

54 ▲伴 啓太安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 472－ 41：47．21� 14．5�
46 リバティーアゲイン 牡4青鹿57 吉田 隼人阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 486－ 21：47．3� 13．5�
22 イレプレイスブル 牡3黒鹿55 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 466－ 41：47．4� 4．8	
45 ムテキザセカンド 牡3栗 55

54 ☆菱田 裕二谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 492＋ 41：47．5� 6．6

610 ト キ ノ ユ ウ 牡4鹿 57 西田雄一郎岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B434± 01：47．71 179．0�
33 サルジェンツチェリ 牡3芦 55 宮崎 北斗加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 468－ 21：47．91 24．2�
57 � ヒラボクジャパン 牡4鹿 57

55 △杉原 誠人�平田牧場 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 492＋ 6 〃 クビ 6．0
58 メイショウポピュラ 牝3栗 53

50 ▲城戸 義政松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 日の出牧場 438± 0 〃 ハナ 137．4�
711 ウエスタンサムソン 牡3鹿 55 小島 太一西川 賢氏 小島 太 新ひだか ウエスタンファーム 470－ 21：48．11� 74．4�
712 アズマユニヴァース 牡5栗 57 村田 一誠田島 大史氏 武市 康男 浦河 川越ファーム 470－ 41：49．16 32．2�
69 コウズシャイン 牡4鹿 57 二本柳 壮山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 B514＋ 21：51．0大差 133．5�
814 アンバーシェード �5黒鹿57 嘉藤 貴行 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 518－ 61：51．1クビ 95．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，034，000円 複勝： 24，798，600円 枠連： 9，762，500円
馬連： 31，645，900円 馬単： 21，791，600円 ワイド： 16，289，800円
3連複： 42，974，800円 3連単： 83，234，200円 計： 246，531，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 180円 � 280円 � 270円 枠 連（1－8） 1，130円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 600円 �� 820円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 5，780円 3 連 単 ��� 19，140円

票 数

単勝票数 計 160340 的中 � 44631（1番人気）
複勝票数 計 247986 的中 � 44708（2番人気）� 21601（6番人気）� 22281（5番人気）
枠連票数 計 97625 的中 （1－8） 6382（5番人気）
馬連票数 計 316459 的中 �� 18559（4番人気）
馬単票数 計 217916 的中 �� 8651（4番人気）
ワイド票数 計 162898 的中 �� 7039（6番人気）�� 4904（9番人気）�� 2949（22番人気）
3連複票数 計 429748 的中 ��� 5494（20番人気）
3連単票数 計 832342 的中 ��� 3211（50番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．9―42．7―55．7―1：08．5―1：20．9―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポイントブランク �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Point Given デビュー 2012．8．19 札幌3着

2010．4．25生 牡3栗 母 ポイントアシュリー 母母 Golden Thatch 4戦2勝 賞金 14，900，000円
〔騎手変更〕 サクセスフルビッド号の騎手嶋田純次は，第5競走での落馬負傷のため荻野琢真に変更。

3201011月2日 晴 良 （25福島3）第1日 第10競走 1，200�
あ き も と こ

秋 元 湖 特 別
発走14時50分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
賞 品

本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000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

12 エターナルムーン 牝3鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 474＋ 61：07．7 7．1�
611 エーシンエムディー 牝4黒鹿55 鮫島 良太�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 470＋ 41：07．91 3．2�
48 ジョーアカリン 牝5黒鹿55 勝浦 正樹上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 450± 01：08．11� 13．0�
23 ハイキートーン 牝3栗 54 菱田 裕二�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 438＋ 21：08．31� 14．6�
24 ダイワミストレス 牝4黒鹿55 吉田 隼人大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 476＋ 2 〃 クビ 7．1	
11 マカゼコイカゼ 牝3鹿 54 村田 一誠國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 418－101：08．4� 42．8

612� ハナズルナピエナ 牝4鹿 55 川須 栄彦M．タバート氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム 432＋17 〃 ハナ 36．3�
714 モーニングコール 牝3鹿 54 丸山 元気飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 426－ 21：08．6� 5．3�
59 � エステージャ 牝4芦 55 西田雄一郎岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 森 俊雄 424＋ 41：08．7� 125．1
815 レッドムーヴ 牝3鹿 54 津村 明秀 �東京ホースレーシング 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 446＋ 6 〃 ハナ 27．0�
35 スーパーアース 牝3黒鹿54 柴山 雄一岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 458± 01：09．01� 27．5�
816 ロジプリンセス 牝3青 54 中舘 英二久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 448＋ 2 〃 ハナ 8．5�
36 フクノハツヒメ 牝4鹿 55 杉原 誠人福島 実氏 鹿戸 雄一 浦河 バンブー牧場 434－12 〃 クビ 21．5�
713� ゴールデンオーラ 牝4鹿 55 上村 洋行竹中 一彰氏 飯田 明弘 新冠 ヒカル牧場 472＋141：09．1� 299．0�
47 メイショウホマレ 牝3栗 54 城戸 義政松本 和子氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 440± 0 〃 ハナ 230．3�
510� ラ ノ ラ ラ ク 牝3栗 54 大庭 和弥�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 バンダム牧場 B464－14 〃 ハナ 41．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，083，500円 複勝： 39，194，000円 枠連： 13，846，900円
馬連： 50，716，300円 馬単： 31，322，600円 ワイド： 24，585，600円
3連複： 76，311，000円 3連単： 130，721，200円 計： 385，781，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 210円 � 130円 � 320円 枠 連（1－6） 1，060円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，070円 �� 670円

3 連 複 ��� 4，900円 3 連 単 ��� 29，740円

票 数

単勝票数 計 190835 的中 � 21211（4番人気）
複勝票数 計 391940 的中 � 44014（4番人気）� 107181（1番人気）� 24477（6番人気）
枠連票数 計 138469 的中 （1－6） 9714（3番人気）
馬連票数 計 507163 的中 �� 24370（3番人気）
馬単票数 計 313226 的中 �� 6709（9番人気）
ワイド票数 計 245856 的中 �� 11452（3番人気）�� 5472（11番人気）�� 9110（4番人気）
3連複票数 計 763110 的中 ��� 11511（14番人気）
3連単票数 計1307212 的中 ��� 3244（71番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．6―11．3―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．0―44．3―55．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F34．7
3 ・（10，14）（4，16）5，11，2（1，6，9）（7，12）15（3，13）8 4 ・（10，14）（4，16，11）（2，5，9）（1，6）（7，12）（15，3）13，8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エターナルムーン �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．6．16 函館3着

2010．4．19生 牝3鹿 母 ノーブルエターナル 母母 クイーンズメモリー 13戦2勝 賞金 26，672，000円
〔騎手変更〕 フクノハツヒメ号の騎手嶋田純次は，第5競走での落馬負傷のため杉原誠人に変更。
〔発走状況〕 レッドムーヴ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 オウケンハナミズキ号・ジャパンイモン号・スマイルゲート号・ミスマルシゲ号



3201111月2日 晴 良 （25福島3）第1日 第11競走 ��2，600�
ば ん だ い さ ん

磐 梯 山 特 別
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．11．3以降25．10．27まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

36 アップルジャック 牡5黒鹿53 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 518－ 42：37．6 7．5�
510 メイショウタマカゼ 牡4栗 54 村田 一誠松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 440－102：37．7� 18．9�
815 スノーストーム 牡3栗 52 勝浦 正樹 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 484－ 6 〃 クビ 9．0�
35 � トーセンノーブル 牝5鹿 51 杉原 誠人島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 502＋ 82：37．8クビ 37．1�
11 アドマイヤネアルコ 牡5芦 56 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 482－ 6 〃 アタマ 4．2	
611 ルシャンベルタン 牡5鹿 54 菱田 裕二嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B488＋ 62：38．65 20．8

816 コスモカンタービレ 牡6黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 496－ 4 〃 アタマ 44．0�
24 � アンバサドゥール 牡4鹿 54 柴山 雄一伊藤 元庸氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 458－ 2 〃 ハナ 9．8�
714 ロケットダイヴ 牡6鹿 54 吉田 隼人山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B458－122：38．7� 25．4
23 セ ミ ニ ョ ン 牝5鹿 53 津村 明秀伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 470－ 2 〃 ハナ 4．5�
713� ヴェルデライト 牝5鹿 51 伊藤 工真 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 466± 02：38．91 50．9�
47 パッシフローラ 牝4鹿 53 荻野 琢真 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 440＋ 6 〃 アタマ 15．7�
612 シンボリローレンス �8黒鹿51 田中 博康シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 494± 0 〃 クビ 68．2�
59 ビービーアックス 牡5鹿 54 黛 弘人�坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 B488－ 62：39．32� 30．1�
12 マイネルリヒト 牡4鹿 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 476＋122：39．72� 22．3�
48 アクアブルーフライ 牡6栗 55 川須 栄彦佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 502＋ 62：39．91� 11．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，972，300円 複勝： 43，915，800円 枠連： 29，866，200円
馬連： 100，137，600円 馬単： 53，466，300円 ワイド： 41，450，700円
3連複： 150，146，600円 3連単： 238，758，900円 計： 681，714，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 260円 � 620円 � 360円 枠 連（3－5） 3，830円

馬 連 �� 7，460円 馬 単 �� 13，610円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 1，160円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 22，050円 3 連 単 ��� 127，690円

票 数

単勝票数 計 239723 的中 � 25204（3番人気）
複勝票数 計 439158 的中 � 49846（3番人気）� 16831（9番人気）� 32597（5番人気）
枠連票数 計 298662 的中 （3－5） 5759（18番人気）
馬連票数 計1001376 的中 �� 9917（29番人気）
馬単票数 計 534663 的中 �� 2901（52番人気）
ワイド票数 計 414507 的中 �� 4298（29番人気）�� 9016（11番人気）�� 3395（38番人気）
3連複票数 計1501466 的中 ��� 5026（76番人気）
3連単票数 計2387589 的中 ��� 1380（413番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．9―12．1―12．9―12．4―12．8―12．5―12．3―11．9―11．6―11．5―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�
12．5―23．2―35．1―47．2―1：00．1―1：12．5―1：25．3―1：37．8―1：50．1―2：02．0―2：13．6―2：25．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アップルジャック �
�
父 アポインテッドデイ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2010．8．29 新潟7着

2008．5．6生 牡5黒鹿 母 アラマササイダー 母母 アラマサユウコ 28戦3勝 賞金 46，917，000円
〔騎手変更〕 ビービーアックス号の騎手嶋田純次は，第5競走での落馬負傷のため黛弘人に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 コスモユウチャン号

3201211月2日 晴 良 （25福島3）第1日 第12競走 ��1，800�
に ほ ん ま つ

二 本 松 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
賞 品

本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000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
1：45．3
1：44．1

良
良

11 サ ン グ ッ プ 牡5栗 57 菱田 裕二加藤 信之氏 浜田多実雄 日高 加藤ステーブル 490－ 41：47．0 8．6�
66 ロベルクランツ 牡4鹿 57 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 富菜牧場 428＋ 61：47．21� 6．8�
79 � グレイスフラワー 牝4青鹿55 丸山 元気佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 466－ 21：47．41� 9．0�
33 アドマイヤバートン 牡5栗 57 吉田 隼人近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 482－121：47．61� 4．0�
55 インプレザリオ 牡5栗 57 村田 一誠青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 504＋121：47．7� 4．4�
44 サングブルー 牡3芦 55 川須 栄彦吉田 和美氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 452± 01：47．8� 16．0	
22 シゲルヘビザ 牡3黒鹿55 岡田 祥嗣森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 494± 01：48．12 37．8

811 マイネルオリンポス 牡3鹿 55 伊藤 工真 �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 408－ 2 〃 クビ 18．9�
67 タガノバスター 牡3栗 55 柴山 雄一八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470± 01：48．31� 5．0�
78 ミエノハートハート 牡3鹿 55 中舘 英二里見美惠子氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 424＋ 41：49．15 34．4
810 マツリダジャパン 	6青 57 黛 弘人髙橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 61：50．27 26．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 19，835，400円 複勝： 35，690，000円 枠連： 13，790，100円
馬連： 51，849，600円 馬単： 32，012，000円 ワイド： 23，861，900円
3連複： 66，315，500円 3連単： 130，511，500円 計： 373，866，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 260円 � 220円 � 290円 枠 連（1－6） 1，040円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，450円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 6，970円 3 連 単 ��� 43，080円

票 数

単勝票数 計 198354 的中 � 18206（5番人気）
複勝票数 計 356900 的中 � 36400（5番人気）� 45960（4番人気）� 31337（6番人気）
枠連票数 計 137901 的中 （1－6） 9858（4番人気）
馬連票数 計 518496 的中 �� 14209（12番人気）
馬単票数 計 320120 的中 �� 4761（23番人気）
ワイド票数 計 238619 的中 �� 6286（13番人気）�� 3995（20番人気）�� 5674（14番人気）
3連複票数 計 663155 的中 ��� 7028（24番人気）
3連単票数 計1305115 的中 ��� 2236（163番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―11．7―12．0―12．4―12．3―11．8―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―35．3―47．3―59．7―1：12．0―1：23．8―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0
1
3
・（2，4，7）（8，10）－5－11－1，6－（3，9）・（2，4）（7，8）（10，5）（1，3，11）6，9

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

勝馬の
紹 介

サ ン グ ッ プ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー 2011．1．8 京都1着

2008．3．22生 牡5栗 母 シーサイドエンゼル 母母 シヤダイハマナス 12戦2勝 賞金 21，126，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 ロベルクランツ号の騎手嶋田純次は，第5競走での落馬負傷のため勝浦正樹に変更。



（25福島3）第1日 11月2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 173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

166，760，000円
2，080，000円
6，380，000円
1，720，000円
15，300，000円
59，010，500円
4，498，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
182，526，300円
319，284，000円
130，713，100円
417，225，900円
274，245，500円
209，471，200円
588，299，200円
1，014，930，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 3，136，695，300円

総入場人員 7，900名 （有料入場人員 5，854名）
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