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3201311月3日 晴 良 （25福島3）第2日 第1競走 1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50分 （芝・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
1：08．6
1：07．8

良
良

714 ブルーヴァルキリー 牝2栗 54 丸田 恭介 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 434＋ 21：09．8 6．6�
24 ボーンレジェンド 牝2鹿 54 勝浦 正樹 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 466＋ 21：09．9� 3．6�
816 パーリーシェル 牝2栗 54 吉田 隼人谷掛 龍夫氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 472－ 61：10．11� 6．0�
47 ピッカピカヒメ 牝2青鹿54 柴山 雄一西村新一郎氏 日吉 正和 新ひだか 田原橋本牧場 424－ 21：10．2クビ 47．2�
35 エタニティタイム 牝2栗 54

52 △横山 和生福島 祐子氏 黒岩 陽一 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 424＋ 81：10．62� 2．6�

815 ナイスクオリア 牝2栗 54 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 438－ 81：10．7クビ 65．0	

12 デルマアッコチャン 牝2栗 54
52 △杉原 誠人浅沼 廣幸氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 420± 0 〃 ハナ 16．6


48 ミスマリキータ 牝2芦 54
51 ▲花田 大昂小林 祥晃氏 武藤 善則 新ひだか 谷岡牧場 406－ 2 〃 クビ 19．5�

11 カシノリーベ 牝2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 516± 01：10．8� 30．9�
611 ユメノナカヘ 牝2青鹿54 嘉藤 貴行ミルファーム 伊藤 伸一 日高 小西ファーム 456＋ 6 〃 ハナ 45．1�
612 ラ ブ ゲ ー ム 牝2黒鹿54 木幡 初広増田 陽一氏 蛯名 利弘 日高 門別牧場 412＋ 21：11．11� 65．4�
23 シゲルチョウシュウ 牝2芦 54 宮崎 北斗森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 中央牧場 B418＋ 21：11．2� 129．5�
59 スガノマンボ 牝2鹿 54 黛 弘人菅原 光博氏 高市 圭二 日高 有限会社

ケイズ 450＋ 61：11．41� 142．5�
36 クリノアルタミラ 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真栗本 博晴氏 本間 忍 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 416＋ 41：11．6� 147．3�

510 マイネニンファ 牝2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 2 〃 ハナ 27．4�

713 ニシノブリエ 牝2栗 54
51 ▲伴 啓太西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 386－ 81：12．66 166．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 11，585，200円 複勝： 20，004，800円 枠連： 6，655，800円
馬連： 24，111，500円 馬単： 17，601，600円 ワイド： 13，215，500円
3連複： 36，589，300円 3連単： 58，591，700円 計： 188，355，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 160円 � 140円 � 190円 枠 連（2－7） 910円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 430円 �� 580円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 12，130円

票 数

単勝票数 計 115852 的中 � 13920（4番人気）
複勝票数 計 200048 的中 � 32272（3番人気）� 44662（2番人気）� 23982（4番人気）
枠連票数 計 66558 的中 （2－7） 5420（5番人気）
馬連票数 計 241115 的中 �� 18836（4番人気）
馬単票数 計 176016 的中 �� 5744（9番人気）
ワイド票数 計 132155 的中 �� 7959（4番人気）�� 5495（6番人気）�� 6319（5番人気）
3連複票数 計 365893 的中 ��� 13739（5番人気）
3連単票数 計 585917 的中 ��� 3567（29番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―11．9―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．4―46．3―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーヴァルキリー �
�
父 デュランダル �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．7．7 福島4着

2011．3．13生 牝2栗 母 オオシマジョリー 母母 ア ザ ー ル 5戦1勝 賞金 8，850，000円
〔騎手変更〕 ブルーヴァルキリー号の騎手嶋田純次は，第1日第5競走での落馬負傷のため丸田恭介に変更。
〔発走状況〕 ユメノナカヘ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ユメノナカヘ号の騎手嘉藤貴行は，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：12番・4番）
〔調教再審査〕 ユメノナカヘ号は，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。
（非当選馬） 2頭 クリキントン号・テイエムキャンディ号

3201411月3日 晴 良 （25福島3）第2日 第2競走 ��2，000�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
2：00．6
1：59．9

良
良

35 アルマセクレタ 牡2鹿 55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 日高 日高大洋牧場 492＋ 62：02．2 8．3�
11 サムソンズシエル 牡2鹿 55 丸山 元気有限会社シルク伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 518＋14 〃 クビ 4．7�
23 ペイシャフェリス 牝2鹿 54 柴山 雄一北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 438＋122：02．3� 5．7�
510 トライアゲイン 牡2鹿 55 丸田 恭介�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484± 0 〃 アタマ 6．8�
36 ヒカルマナムスメ 牝2鹿 54 中舘 英二髙橋 京子氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 420－ 42：02．4� 23．1�
612 ピュアエクセル 牝2鹿 54 村田 一誠山住 勲氏 須貝 尚介 えりも エクセルマネジメント 468－ 22：02．61� 24．5	
12 スプリングアップ 牡2鹿 55 吉田 隼人スリースターズレーシング 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 470＋ 62：02．7クビ 4．1

24 コスモカパルア 牝2栗 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 清水 美波 日高 北田 剛 444± 0 〃 ハナ 10．6�
47 ロードガンブラック 牡2鹿 55

53 △横山 和生 �ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新冠 五丸農場 476－ 4 〃 ハナ 39．2
611 ミュゼタイフーン 牡2鹿 55

53 △杉原 誠人髙橋 仁氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 464－ 42：03．02 72．8�
48 マイネルレパード 牡2鹿 55 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 厚真 阿部 栄乃進 446± 02：03．1クビ 68．2�
59 キネオスピリット 牡2栗 55 木幡 初広吉田 千津氏 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 458＋ 22：03．31� 68．0�
714 サンアンドムーン 牡2鹿 55 黛 弘人髙橋照比古氏 相沢 郁 新ひだか 広田牧場 406± 0 〃 クビ 13．2�
815 コスモプラナス 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 432± 02：03．51� 57．6�
713 ミリオンブライト 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか 西川富岡牧場 492＋ 62：03．71� 76．2�
816 マルヨラピド 牝2青鹿54 岡田 祥嗣野村 春行氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 442＋ 42：04．65 125．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 11，406，800円 複勝： 21，483，400円 枠連： 7，881，600円
馬連： 23，570，600円 馬単： 16，312，300円 ワイド： 12，838，600円
3連複： 35，443，900円 3連単： 54，381，900円 計： 183，319，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 290円 � 230円 � 220円 枠 連（1－3） 790円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 6，160円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 1，220円 �� 810円

3 連 複 ��� 6，140円 3 連 単 ��� 37，270円

票 数

単勝票数 計 114068 的中 � 10932（5番人気）
複勝票数 計 214834 的中 � 18354（5番人気）� 25399（4番人気）� 26738（3番人気）
枠連票数 計 78816 的中 （1－3） 7448（2番人気）
馬連票数 計 235706 的中 �� 6527（10番人気）
馬単票数 計 163123 的中 �� 1957（29番人気）
ワイド票数 計 128386 的中 �� 2771（13番人気）�� 2557（17番人気）�� 4005（8番人気）
3連複票数 計 354439 的中 ��� 4267（18番人気）
3連単票数 計 543819 的中 ��� 1077（118番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．4―35．2―48．3―1：01．6―1：14．5―1：26．8―1：38．8―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アルマセクレタ �
�
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 2013．6．22 函館5着

2011．5．10生 牡2鹿 母 アグネスキフジン 母母 スウィーピングズ 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 サンアンドムーン号の騎手嶋田純次は，第1日第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 コスモヘルム号

第３回 福島競馬 第２日



3201511月3日 晴 良 （25福島3）第2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
1：08．6
1：07．8

良
良

23 アルマエルナト 牡2栗 55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 450± 01：08．8 2．1�
48 コスモリュブリュー 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 えりも エクセルマネジメント 478± 01：09．54 23．9�
510 アイノデンドウシ 牡2鹿 55 竹之下智昭國分 純氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 398＋ 6 〃 ハナ 3．8�
713 ア タ リ ク ジ 牡2鹿 55 中舘 英二小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 464± 01：09．6� 7．4�
611 オリエンタルダガー 牡2鹿 55 伊藤 工真棚網 基己氏 大江原 哲 浦河 小林 仁 428－ 41：09．81� 14．5�
36 カ ノ ー プ ス 牝2芦 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 440－ 21：09．9� 36．4	
47 エイプキング 牡2栗 55 岡田 祥嗣元岡 治貴氏 小島 茂之 日高 松平牧場 444－ 61：10．0� 55．4

11 ベニノラブリー 牝2青鹿54 吉田 隼人�紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上 悦夫 428－101：10．21� 58．1�
35 ダイヤハート 牝2青鹿 54

52 △横山 和生大野 數芳氏 柄崎 孝 平取 北島牧場 428－ 6 〃 クビ 14．2
815 シゲルサツマ 牡2黒鹿 55

52 ▲原田 和真森中 蕃氏 松永 康利 日高 高山 博 416＋ 61：10．3クビ 148．7�
24 ガーネットアイ 牝2鹿 54

51 ▲山崎 亮誠�ミルファーム 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 388＋ 2 〃 クビ 66．2�
12 シゲルウゼン 牝2栗 54 宮崎 北斗森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新ひだか 岡田スタツド 424－161：10．4クビ 125．3�
714 ドスコイサーファー 牡2鹿 55

53 △杉原 誠人�LS.M 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 430－ 21：10．71� 12．7�
59 キープイットリアル 牝2栗 54 丸田 恭介ディアレスト 高木 登 浦河 有限会社

松田牧場 462＋ 6 〃 ハナ 93．6�
816 ムスタングキング 牡2鹿 55 西村 太一�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 458－ 21：11．12� 136．6�
612 リネンスウィフト 牝2黒鹿54 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷 重雄 406＋ 41：11．52� 309．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，352，700円 複勝： 23，773，400円 枠連： 8，173，600円
馬連： 25，523，700円 馬単： 19，232，900円 ワイド： 14，959，100円
3連複： 37，203，800円 3連単： 61，958，100円 計： 205，177，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 350円 � 140円 枠 連（2－4） 1，850円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 560円 �� 170円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 9，550円

票 数

単勝票数 計 143527 的中 � 55893（1番人気）
複勝票数 計 237734 的中 � 82884（1番人気）� 10502（7番人気）� 46217（2番人気）
枠連票数 計 81736 的中 （2－4） 3273（9番人気）
馬連票数 計 255237 的中 �� 8419（8番人気）
馬単票数 計 192329 的中 �� 4209（10番人気）
ワイド票数 計 149591 的中 �� 5636（7番人気）�� 31127（1番人気）�� 3654（10番人気）
3連複票数 計 372038 的中 ��� 16341（4番人気）
3連単票数 計 619581 的中 ��� 4789（20番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．3―11．6―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．3―45．9―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルマエルナト �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 With Approval デビュー 2013．6．23 函館4着

2011．3．1生 牡2栗 母 キャメロンガール 母母 Above the Salt 6戦1勝 賞金 12，850，000円
〔騎手変更〕 アタリクジ号の騎手嶋田純次は，第1日第5競走での落馬負傷のため中舘英二に変更。
〔制裁〕 ムスタングキング号の騎手西村太一は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：13番・10番）
※オリエンタルダガー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3201611月3日 晴 良 （25福島3）第2日 第4競走 1，700�サラブレッド系3歳以上
発走11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

810 バンブーデルピエロ 牡3鹿 55
53 △横山 和生�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 488＋ 41：46．5 4．2�

78 アンスタンフィール 牝3鹿 53 小林 徹弥吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 478－ 41：47．24 11．5�
44 スタンドバイミー 牡4鹿 57 勝浦 正樹石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 458＋ 4 〃 クビ 3．6�
66 キョウエイショウリ 牡5黒鹿57 宮崎 北斗田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 B472－ 41：47．41� 33．9�
67 グランデアリュール 牡3鹿 55 木幡 初広吉野 弘司氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 488± 01：47．72 4．3�
55 � ニットウミューズ 牝5鹿 55 嘉藤 貴行藤井 謙氏 大和田 成 浦河 日東牧場 512＋ 81：48．23 131．8	
11 トラスティー 牡3鹿 55 丸山 元気前田 幸治氏 萩原 清 平取 坂東牧場 506－ 41：48．41� 12．3

811 アイティテイオー 牡5栗 57 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 460± 01：49．03� 28．8�
33 イースタリーガスト 牡6黒鹿 57

54 ▲原田 和真鶴見 清氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B502－ 2 〃 ハナ 59．6�
79 � キ ン グ カ イ �5黒鹿 57

54 ▲伴 啓太小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 石田牧場 474＋201：50．17 91．3
22 デュアルサクセス 牡6黒鹿57 吉田 隼人吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 446＋ 2 （競走中止） 4．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 11，571，600円 複勝： 19，314，800円 枠連： 5，763，200円
馬連： 22，165，100円 馬単： 17，133，900円 ワイド： 11，378，200円
3連複： 29，584，700円 3連単： 58，893，600円 計： 175，805，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 310円 � 140円 枠 連（7－8） 1，470円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，950円

ワ イ ド �� 560円 �� 310円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 14，190円

票 数

単勝票数 計 115716 的中 � 21756（3番人気）
複勝票数 計 193148 的中 � 29035（4番人気）� 12578（6番人気）� 46901（1番人気）
枠連票数 計 57632 的中 （7－8） 2897（7番人気）
馬連票数 計 221651 的中 �� 8576（7番人気）
馬単票数 計 171339 的中 �� 3209（15番人気）
ワイド票数 計 113782 的中 �� 4740（8番人気）�� 9889（3番人気）�� 6374（6番人気）
3連複票数 計 295847 的中 ��� 11216（6番人気）
3連単票数 計 588936 的中 ��� 3063（46番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．6―31．1―44．0―56．9―1：09．3―1：21．3―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バンブーデルピエロ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Halo デビュー 2012．11．10 東京6着

2010．3．2生 牡3鹿 母 ソラーティカ 母母 Telescopica 9戦2勝 賞金 12，800，000円
〔競走中止〕 デュアルサクセス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



3201711月3日 晴 良 （25福島3）第2日 第5競走 1，150�サラブレッド系3歳以上
発走11時45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

23 � イエスイットイズ 牡4鹿 57 中舘 英二薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 516－ 61：08．4 3．5�
714 モレサンドニ 牝3栗 54 荻野 琢真密山 根成氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 436－ 8 〃 クビ 21．0�
59 マーティンオート 牝3鹿 54 丸田 恭介大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 468－ 8 〃 アタマ 7．4�
815 エーシングランダム 牝4黒鹿 55

53 △杉原 誠人�栄進堂 小崎 憲 浦河 多田 善弘 502－ 41：08．72 6．2�
36 マ ン リ ー 牡3鹿 56 勝浦 正樹古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 506－ 6 〃 アタマ 13．0�
611 ホッコージョイフル 牡3鹿 56 村田 一誠矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 千代田牧場 480＋ 61：09．01� 39．7	
48 � アドマイヤシャドウ 牡4鹿 57 吉田 隼人近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 476± 01：09．21 32．3

24 メイショウアシタバ 牝3鹿 54 上村 洋行松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 476＋ 2 〃 クビ 4．3�
816� シルクベルジュール �4鹿 57 柴山 雄一有限会社シルク飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 468＋ 21：09．3� 21．7�
713� カーラノーチェ 牝4黒鹿55 小林 徹弥日進牧場 粕谷 昌央 様似 スイートフアーム 464－281：09．51� 58．7�
47 クラウンリバー 牝5鹿 55 丸山 元気�クラウン 松永 康利 宮崎 田上 勝雄 508＋141：09．71� 56．2�
510 ゼンノビッグワン 牡3鹿 56 鮫島 良太大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 B562＋241：09．8クビ 44．6�
35 シンボリルマン �6鹿 57 平野 優シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 488＋ 21：10．22� 243．8�
12 タイキマーシャ 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太大樹ファーム 西園 正都 浦河 浦河小林牧場 456± 01：10．41� 18．5�
612 スノークラフト 牝4芦 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 61：10．5� 11．1�
11 � ホ ー ホ タ ル 牡4青鹿57 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 浦河 山田 昇史 504－101：13．8大差 81．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，156，500円 複勝： 28，221，100円 枠連： 10，801，800円
馬連： 29，100，200円 馬単： 20，521，800円 ワイド： 17，042，700円
3連複： 42，456，400円 3連単： 66，414，400円 計： 229，714，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 190円 � 510円 � 250円 枠 連（2－7） 1，370円

馬 連 �� 3，650円 馬 単 �� 5，540円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 590円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 8，120円 3 連 単 ��� 43，530円

票 数

単勝票数 計 151565 的中 � 34800（1番人気）
複勝票数 計 282211 的中 � 48660（2番人気）� 12023（7番人気）� 30554（4番人気）
枠連票数 計 108018 的中 （2－7） 5842（7番人気）
馬連票数 計 291002 的中 �� 5893（13番人気）
馬単票数 計 205218 的中 �� 2735（19番人気）
ワイド票数 計 170427 的中 �� 2568（17番人気）�� 7649（5番人気）�� 1904（24番人気）
3連複票数 計 424564 的中 ��� 3859（22番人気）
3連単票数 計 664144 的中 ��� 1126（109番人気）

ハロンタイム 9．4―10．5―11．1―11．9―12．4―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―19．9―31．0―42．9―55．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�イエスイットイズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 スピニングワールド

2009．5．17生 牡4鹿 母 マッキーハピネス 母母 カレンナバンダム 14戦2勝 賞金 27，800，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホーホタル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月3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） 1頭 ピグマリオン号
（非抽選馬） 2頭 ノーザンハリアー号・ロクイチスマイル号

3201811月3日 晴 良 （25福島3）第2日 第6競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時40分 （芝・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
1：45．3
1：44．1

良
良

713 ア ン レ ー ル 牝3鹿 53
51 △杉原 誠人 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 454＋ 81：46．8 14．0�

712 ジーニマジック 牝3鹿 53 吉田 隼人田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 472＋ 21：47．01� 2．7�
23 ア ル カ ナ 牝3鹿 53 丸田 恭介�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468± 01：47．31� 13．9�
46 レネットグルーヴ 牝3黒鹿53 丸山 元気 �サンデーレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 418－ 6 〃 アタマ 6．8�
814 ヘレナモルフォ 牝4鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 460－ 6 〃 ハナ 102．6	
610 シャンボールフィズ 牝4鹿 55 柴山 雄一 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 428－ 8 〃 アタマ 4．8

22 ミラクルアスク 牝3鹿 53

51 △横山 和生廣崎 利洋氏 高柳 瑞樹 新冠 川上牧場 438＋121：47．4クビ 18．7�
34 � モ シ モ シ 牝3黒鹿 53

50 ▲伴 啓太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 408－ 81：47．5� 123．0�
58 サトノフェアリー 牝3鹿 53 伊藤 工真里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 432－ 8 〃 ハナ 18．5
611 イルミナティ 牝3鹿 53 村田 一誠ディアレスト 菊川 正達 浦河 小島牧場 484＋ 61：47．71� 9．8�
35 モ リ ミ ヤ ビ 牝3栗 53 木幡 初広�森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム B438－ 2 〃 クビ 71．1�
11 � オーファメイ 牝4鹿 55 鮫島 良太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480＋281：47．8� 38．4�
47 ディオーサシチー 牝3鹿 53 荻野 琢真 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 456－ 81：47．9� 59．9�
59 ソムニアシチー 牝3鹿 53 勝浦 正樹 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 B436± 01：48．0� 13．2�
815 ラヴネヴァーダイズ 牝3鹿 53 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 418＋ 21：49．27 41．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，011，000円 複勝： 29，840，900円 枠連： 10，853，300円
馬連： 29，402，000円 馬単： 20，232，300円 ワイド： 16，909，500円
3連複： 41，558，900円 3連単： 67，874，100円 計： 232，682，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 340円 � 150円 � 370円 枠 連（7－7） 1，720円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 4，190円

ワ イ ド �� 630円 �� 2，490円 �� 790円

3 連 複 ��� 7，500円 3 連 単 ��� 44，690円

票 数

単勝票数 計 160110 的中 � 9044（7番人気）
複勝票数 計 298409 的中 � 20088（5番人気）� 70471（1番人気）� 17762（6番人気）
枠連票数 計 108533 的中 （7－7） 4681（8番人気）
馬連票数 計 294020 的中 �� 11984（5番人気）
馬単票数 計 202323 的中 �� 3571（14番人気）
ワイド票数 計 169095 的中 �� 6884（5番人気）�� 1582（33番人気）�� 5407（8番人気）
3連複票数 計 415589 的中 ��� 4092（22番人気）
3連単票数 計 678741 的中 ��� 1121（137番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―12．6―12．4―12．5―12．1―11．5―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―22．9―35．5―47．9―1：00．4―1：12．5―1：24．0―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．4―3F34．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ア ン レ ー ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．12．8 中山9着

2010．1．31生 牝3鹿 母 フレンチバレリーナ 母母 バレークイーン 7戦2勝 賞金 13，790，000円
〔騎手変更〕 モシモシ号の騎手嶋田純次は，第1日第5競走での落馬負傷のため伴啓太に変更。



3201911月3日 晴 良 （25福島3）第2日 第7競走 1，150�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （ダート・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 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

36 コップヒヤザケ 牡4鹿 57 伊藤 工真大久保與志雄氏 鹿戸 雄一 浦河 杵臼牧場 478± 01：08．9 5．3�
35 ヒルノケアンズ 牝3黒鹿54 田中 健�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 456－ 61：09．21� 7．5�
47 トウカイチャーム 牡5栗 57 菅原 隆一内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 470－ 4 〃 アタマ 5．3�
12 トウケイポイント 牡3芦 56

53 ▲伴 啓太木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 下屋敷牧場 504－ 21：09．3クビ 6．1�
11 ノボジュピター 牡7栗 57

55 △横山 和生�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 468－ 4 〃 クビ 8．1�
48 リッシンロケット 牡3芦 56

54 △杉原 誠人小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 456－14 〃 アタマ 7．2	
510 アタッキングゾーン �5鹿 57 平野 優広尾レース� 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 504－ 21：09．4クビ 9．4

713� アファーブル 牝4栗 55

52 ▲原田 和真飯田 正剛氏 鈴木 伸尋 新ひだか 千代田牧場 478－ 81：09．5� 76．3�
611 ミ ス ネ バ ー 牝4栗 55

52 ▲城戸 義政澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 470＋ 21：09．6� 76．1�
23 アルペンクローネ 牡3鹿 56 荻野 琢真水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 438－ 4 〃 クビ 22．0
815 ドリームバラード 牝4黒鹿 55

52 ▲山崎 亮誠ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B450－ 21：09．7� 76．5�
816 ノーザンソング 牝5鹿 55

52 ▲原田 敬伍薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 480－181：09．91� 27．6�
24 ヴェンセール 牡3鹿 56 小野寺祐太桐谷 茂氏 堀井 雅広 日高 田端牧場 476＋ 41：10．75 21．9�
714 サ チ ヒ メ 牝3青鹿54 西村 太一林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 438－19 〃 アタマ 117．1�
612 イイデカントリ 牝4青鹿55 水口 優也 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 470－ 41：10．8� 29．3�
59 � エヌワイグレース 牝4鹿 55

52 ▲花田 大昂サンアンドコム 和田 正道 新ひだか 前川牧場 462－141：11．97 151．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 12，591，300円 複勝： 22，587，600円 枠連： 10，914，400円
馬連： 27，001，500円 馬単： 19，135，400円 ワイド： 14，417，400円
3連複： 39，679，700円 3連単： 65，620，500円 計： 211，947，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 270円 � 180円 枠 連（3－3） 2，520円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 4，100円

ワ イ ド �� 660円 �� 580円 �� 830円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 19，180円

票 数

単勝票数 計 125913 的中 � 19053（1番人気）
複勝票数 計 225876 的中 � 34279（2番人気）� 19403（6番人気）� 36269（1番人気）
枠連票数 計 109144 的中 （3－3） 3202（11番人気）
馬連票数 計 270015 的中 �� 9102（7番人気）
馬単票数 計 191354 的中 �� 3452（14番人気）
ワイド票数 計 144174 的中 �� 5392（3番人気）�� 6251（1番人気）�� 4190（12番人気）
3連複票数 計 396797 的中 ��� 9028（3番人気）
3連単票数 計 656205 的中 ��� 2526（15番人気）

ハロンタイム 9．4―10．7―11．3―11．9―12．4―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．1―31．4―43．3―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コップヒヤザケ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Distant View デビュー 2012．3．17 中山1着

2009．4．15生 牡4鹿 母 デ ヴ ォ ア 母母 Souplesse 11戦2勝 賞金 20，900，000円
〔騎手変更〕 トウカイチャーム号の騎手嶋田純次は，第1日第5競走での落馬負傷のため菅原隆一に変更。

3202011月3日 晴 良 （25福島3）第2日 第8競走 2，600�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
2：37．3
2：37．3

良
良

45 ミレニアムゴールド 牡4芦 57 伊藤 工真 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 追分ファーム 456－ 22：39．2 6．9�
22 � グランデスバル 牡5栗 57

55 △杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 鵜木 唯義 486± 02：39．41 19．7�
813 レッドオーディン 牡3鹿 55 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 436－ 42：39．71� 6．1�
44 オースミミズホ 牝3鹿 53 吉田 隼人�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 448－ 42：39．8� 3．7�
812 テ ン カ イ チ 牡3鹿 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 446＋ 2 〃 ハナ 14．1	
56 � カンタベリーナイト 牡4鹿 57 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B500± 0 〃 クビ 17．2

711 ダンツクロノス 牡3鹿 55 丸山 元気山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 500＋ 42：39．9クビ 4．8�
69 トウカイプリーズ 牡3鹿 55 丸田 恭介内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 460± 0 〃 アタマ 22．2�
710 マイネルクレイズ 牡3黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 484＋202：40．11� 10．8
57 トミケンスラーヴァ 牡3鹿 55 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 上原 博之 大樹 大樹ファーム 498－ 22：40．63 12．3�
33 ボディーダンシング 牝3鹿 53

51 △横山 和生吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 430－ 62：40．91� 29．5�
68 ブライティアトップ 牝4黒鹿55 田中 健小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 476－162：42．39 25．7�

（12頭）
11 � リッカシェクル �4鹿 57 岡田 祥嗣立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 14，145，300円 複勝： 23，621，700円 枠連： 10，605，500円
馬連： 27，076，500円 馬単： 19，529，700円 ワイド： 14，095，500円
3連複： 38，004，000円 3連単： 65，162，300円 計： 212，240，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 220円 � 350円 � 250円 枠 連（2－4） 2，760円

馬 連 �� 5，070円 馬 単 �� 10，080円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 830円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 16，740円 3 連 単 ��� 97，350円

票 数

単勝票数 差引計 141453（返還計 16） 的中 � 16245（4番人気）
複勝票数 差引計 236217（返還計 61） 的中 � 30720（3番人気）� 16269（6番人気）� 26050（4番人気）
枠連票数 差引計 106055（返還計 88） 的中 （2－4） 2841（11番人気）
馬連票数 差引計 270765（返還計 144） 的中 �� 3948（24番人気）
馬単票数 差引計 195297（返還計 147） 的中 �� 1430（47番人気）
ワイド票数 差引計 140955（返還計 83） 的中 �� 2352（22番人気）�� 4325（6番人気）�� 1701（33番人気）
3連複票数 差引計 380040（返還計 519） 的中 ��� 1676（73番人気）
3連単票数 差引計 651623（返還計 836） 的中 ��� 494（412番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．7―24．3―36．7―49．2―1：02．8―1：14．4―1：27．3―1：40．3―1：52．4―2：04．0―2：15．5―2：26．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミレニアムゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Kendor デビュー 2011．8．14 札幌2着

2009．1．26生 牡4芦 母 ウェルカムミレニアム 母母 Tambura 12戦2勝 賞金 21，520，000円
〔出走取消〕 リッカシェクル号は，疾病〔食道梗塞〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 トミケンスラーヴァ号の騎手嶋田純次は，第1日第5競走での落馬負傷のため勝浦正樹に変更。



3202111月3日 晴 良 （25福島3）第2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

68 ポルスターシャイン 牡3鹿 55 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 468－121：46．4 4．3�
44 タケルハヤテ 牡5鹿 57 柴山 雄一森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B458－ 41：46．61� 3．6�
79 レオネプチューン 牡5鹿 57 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 468＋ 4 〃 クビ 8．1�
11 シンボリスウィフト 牡4黒鹿 57

54 ▲花田 大昂シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 472－101：46．81� 26．6�
67 ピースオブウィーク 牡3黒鹿55 勝浦 正樹ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 新ひだか 前川 正美 506± 0 〃 クビ 3．9�
22 � ダイメイサンジ 牡4鹿 57

55 △横山 和生宮本 昇氏 中野 栄治 平取 北島牧場 478－ 51：47．01� 27．5	
811 ホイットマン �3栗 55 村田 一誠池谷 誠一氏 栗田 徹 むかわ 上水牧場 450－ 21：47．42� 18．5

55 � スリーロビンソン 牡5青 57 岡田 祥嗣永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 456＋121：47．61� 129．9�
56 ホッコーマグマ 牡3鹿 55

52 ▲伴 啓太矢部 幸一氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 B500＋ 81：47．81� 5．3�
812 ブードゥーロア �4芦 57

55 △杉原 誠人 社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 534± 0 〃 ハナ 36．2�
33 ウィッシュアゲン 牝6鹿 55

52 ▲山崎 亮誠浅川 皓司氏 加藤 和宏 日高 碧雲牧場 478－ 21：49．07 83．4�
710 キュウシュウソダチ 牡3鹿 55 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 鹿児島 服部 文明 456＋ 21：49．1� 162．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，510，000円 複勝： 21，149，400円 枠連： 10，869，700円
馬連： 30，617，400円 馬単： 23，875，900円 ワイド： 14，874，500円
3連複： 44，096，200円 3連単： 85，974，300円 計： 246，967，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 130円 � 180円 枠 連（4－6） 290円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 270円 �� 490円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 4，780円

票 数

単勝票数 計 155100 的中 � 28427（3番人気）
複勝票数 計 211494 的中 � 34072（2番人気）� 52779（1番人気）� 26684（4番人気）
枠連票数 計 108697 的中 （4－6） 27904（1番人気）
馬連票数 計 306174 的中 �� 36854（1番人気）
馬単票数 計 238759 的中 �� 13974（2番人気）
ワイド票数 計 148745 的中 �� 15175（1番人気）�� 6943（7番人気）�� 9432（3番人気）
3連複票数 計 440962 的中 ��� 29395（2番人気）
3連単票数 計 859743 的中 ��� 13301（5番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．3―43．1―55．2―1：07．5―1：20．0―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポルスターシャイン �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2012．9．9 中山1着

2010．4．11生 牡3鹿 母 ヤサカシーズン 母母 ビーマイコンキスタドール 10戦2勝 賞金 19，250，000円

3202211月3日 晴 良 （25福島3）第2日 第10競走 ��2，000�
ひ ば ら こ

檜 原 湖 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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

11 オメガユニコーン 牡3黒鹿55 吉田 隼人原 �子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 466－ 21：59．0 3．7�
89 ジェイケイネオ 牡3青鹿55 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 482＋ 4 〃 クビ 6．1�
66 ピタゴラスコンマ 牡4鹿 57 村田 一誠髙瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 520± 01：59．1クビ 14．7�
44 グランスエルテ 牡3栗 55 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 4 〃 ハナ 19．9�
55 コーラルタワー 牡3黒鹿55 丹内 祐次田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか 鳥谷 勝彦 452± 01：59．31� 3．3�
33 デンコウアカツキ 牝3鹿 53 杉原 誠人田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 482－ 82：00．04 28．6	
78 ブリリアントダンス 牡3鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 4 〃 ハナ 7．2

22 ビバゴールデン 牝3鹿 53 横山 和生桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 468－ 2 〃 クビ 13．1�
810 グランプリブラッド 牡4鹿 57 丸山 元気北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B440－ 42：00．1� 7．5�
77 オリバーバローズ 牡3黒鹿55 西田雄一郎猪熊 広次氏 尾形 和幸 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B488± 02：01．37 51．3
（10頭）

売 得 金
単勝： 17，618，900円 複勝： 27，289，600円 枠連： 10，160，500円
馬連： 40，019，300円 馬単： 30，245，100円 ワイド： 19，217，500円
3連複： 54，519，200円 3連単： 115，564，800円 計： 314，634，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 190円 � 300円 枠 連（1－8） 550円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 420円 �� 640円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 17，000円

票 数

単勝票数 計 176189 的中 � 37905（2番人気）
複勝票数 計 272896 的中 � 58857（2番人気）� 37482（3番人気）� 19898（6番人気）
枠連票数 計 101605 的中 （1－8） 13751（1番人気）
馬連票数 計 400193 的中 �� 29198（2番人気）
馬単票数 計 302451 的中 �� 11493（4番人気）
ワイド票数 計 192175 的中 �� 12115（2番人気）�� 7348（9番人気）�� 4268（15番人気）
3連複票数 計 545192 的中 ��� 9590（16番人気）
3連単票数 計1155648 的中 ��� 5018（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．9―33．9―45．8―58．1―1：10．5―1：22．7―1：34．7―1：46．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オメガユニコーン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2013．1．19 中山1着

2010．2．23生 牡3黒鹿 母 オメガスピリット 母母 ファーガーズプロスペクト 6戦2勝 賞金 18，008，000円
〔騎手変更〕 ビバゴールデン号の騎手嶋田純次は，第1日第5競走での落馬負傷のため横山和生に変更。



3202311月3日 晴 良 （25福島3）第2日 第11競走 ��1，150�フルーツラインカップ
発走15時25分 （ダート・右）

3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
福島市長賞（1着）

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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

815� ルチャドルアスール �4黒鹿57 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 514＋ 21：08．0 13．6�
11 コーリンギデオン 牡4鹿 57 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 452－ 21：08．21� 5．4�
23 ヴェイグストーリー 牝4栗 55 丸山 元気 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 496＋ 61：08．41� 8．4�
47 リベルタドーレス 牡3栗 56 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 494＋10 〃 ハナ 77．9�
510� ヤマノグラス 牝5鹿 55 西村 太一山住れい子氏 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 498＋ 81：08．61� 226．3�
48 エリモフェザー 牝3栗 54 木幡 初広山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 418＋ 61：08．81� 35．7	
59 デリケートアーチ 牝4栃栗55 花田 大昂 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B470± 0 〃 ハナ 50．5

816	 フリスコベイ 牝4栗 55 岡田 祥嗣�須野牧場 和田 正道 米 Southern Equine

Stables, LLC 480－10 〃 クビ 12．2�
611	 ジャガーバローズ 牡3鹿 56 吉田 隼人猪熊 広次氏 牧 光二 米 Dierdre T. Marsh

& David LaCroix 488－ 41：09．0
 8．2
714 テイクエイム 牡6鹿 57 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 462＋ 6 〃 ハナ 74．7�
24 � チャンピオンヤマト 牡4鹿 57 勝浦 正樹坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 八木 常郎 466＋ 8 〃 ハナ 25．3�
713 セイウンチカラ 牡3鹿 56 村田 一誠西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 494± 01：09．1� 14．8�
12 	 ブルーモントレー 牝3栗 54 伊藤 工真�須野牧場 和田 正道 米 Fares

Farm, LLC 466－ 21：09．52� 16．3�
35 モ ン テ ネ オ 牡3黒鹿56 中舘 英二毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 474＋ 21：09．6� 14．8�
36 ラ フ ァ ダ リ 牝4黒鹿55 鮫島 良太 H.H．シェイク・ハムダン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B510＋ 41：10．13 81．8�
612 ホワイトポピー 牝3芦 54 柴山 雄一楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 432－ 21：10．84 2．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，709，100円 複勝： 52，284，300円 枠連： 32，543，500円
馬連： 124，040，300円 馬単： 70，483，400円 ワイド： 46，423，500円
3連複： 182，964，500円 3連単： 316，711，000円 計： 859，159，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 380円 � 200円 � 310円 枠 連（1－8） 1，340円

馬 連 �� 4，020円 馬 単 �� 8，180円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 1，600円 �� 840円

3 連 複 ��� 8，270円 3 連 単 ��� 60，000円

票 数

単勝票数 計 337091 的中 � 19669（6番人気）
複勝票数 計 522843 的中 � 33246（6番人気）� 82149（2番人気）� 41913（4番人気）
枠連票数 計 325435 的中 （1－8） 17932（7番人気）
馬連票数 計1240403 的中 �� 22779（15番人気）
馬単票数 計 704834 的中 �� 6360（29番人気）
ワイド票数 計 464235 的中 �� 8830（16番人気）�� 7041（17番人気）�� 14115（6番人気）
3連複票数 計1829645 的中 ��� 16333（24番人気）
3連単票数 計3167110 的中 ��� 3896（190番人気）

ハロンタイム 9．4―10．6―11．0―11．8―12．0―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．0―31．0―42．8―54．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ルチャドルアスール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 アジュディケーティング

2009．1．22生 �4黒鹿 母 リメインフォレスト 母母 リメインラブ 7戦3勝 賞金 33，056，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 エリモフェザー号の騎手嶋田純次は，第1日第5競走での落馬負傷のため木幡初広に変更。
〔制裁〕 ブルーモントレー号の騎手伊藤工真は，向正面で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

50，000円。（被害馬：12番）
※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 ガクニホシ号・シゲルオウシザ号・トップフライアー号・ピュアマインド号

3202411月3日 晴 良 （25福島3）第2日 第12競走 ��1，200�
あ い づ

会 津 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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000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

816 サトノヒーロー 牡4黒鹿57 柴山 雄一里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 524－ 21：08．0 10．8�
11 ユキノアイオロス �5鹿 57 木幡 初広井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 472－ 81：08．1� 19．0�
714 ケイアイユニコーン 牡4栗 57 丸山 元気亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 492＋ 21：08．2� 2．9�
23 � フォーチュンスター �4鹿 57 吉田 隼人前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 512－ 4 〃 クビ 2．8�
59 � ジーピークロス 牝4栗 55 丸田 恭介北側 雅勝氏 牧田 和弥 むかわ 上水牧場 502＋ 81：08．3クビ 9．3�
48 サクラダムール 牡3鹿 56 勝浦 正樹�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 西村 和夫 476－ 2 〃 クビ 8．1	
36 タンブルブルータス 牡4鹿 57 荻野 琢真ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 494＋ 21：08．4� 17．1

611 トップルビー 牝5黒鹿55 城戸 義政�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 450＋ 6 〃 ハナ 108．6�
47 ノ ー ブ リ ー 牡4鹿 57 村田 一誠ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 468± 01：08．5	 29．8
35 カシノワルツ 牝3黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B440＋ 41：08．81	 36．7�
24 カイルアロマンス 牝4鹿 55 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 456－10 〃 クビ 183．6�
12 � トルピドトウショウ 牝5鹿 55 宮崎 北斗トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 454＋ 21：08．9� 72．4�
612 オレハメジャー 牡4栗 57 鮫島 良太北所 直人氏 藤岡 範士 新冠 小泉牧場 450＋ 21：09．0� 193．9�
510 デンコウスカイ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 470－ 6 〃 クビ 127．3�
713 マイネルパントル 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 472± 01：09．1クビ 63．7�
815 エ ッ フ ェ ル 牡3栗 56 伴 啓太小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 B498－141：09．52� 136．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，641，200円 複勝： 48，030，500円 枠連： 18，697，600円
馬連： 73，528，800円 馬単： 46，409，800円 ワイド： 32，177，600円
3連複： 106，998，800円 3連単： 191，261，800円 計： 549，746，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 360円 � 350円 � 150円 枠 連（1－8） 4，590円

馬 連 �� 7，690円 馬 単 �� 14，870円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 760円 �� 660円

3 連 複 ��� 6，150円 3 連 単 ��� 69，850円

票 数

単勝票数 計 326412 的中 � 23981（5番人気）
複勝票数 計 480305 的中 � 29085（6番人気）� 29822（5番人気）� 121055（1番人気）
枠連票数 計 186976 的中 （1－8） 3009（19番人気）
馬連票数 計 735288 的中 �� 7062（23番人気）
馬単票数 計 464098 的中 �� 2304（47番人気）
ワイド票数 計 321776 的中 �� 3515（24番人気）�� 10624（8番人気）�� 12428（6番人気）
3連複票数 計1069988 的中 ��� 12856（21番人気）
3連単票数 計1912618 的中 ��� 2021（202番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．3―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．2―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノヒーロー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill デビュー 2011．7．9 函館6着

2009．3．15生 牡4黒鹿 母 サトノアマゾネス 母母 Prawn Cocktail 11戦3勝 賞金 23，464，000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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 クラウンフィデリオ号・コスモチャペル号・スマートマーチ号・ユキノラムセス号

３レース目



（25福島3）第2日 11月3日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

162，910，000円
5，620，000円
1，670，000円
15，000，000円
58，139，000円
4，472，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
206，299，600円
337，601，500円
143，920，500円
476，156，900円
320，714，100円
227，549，600円
689，099，400円
1，208，408，500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 3，609，750，100円

総入場人員 12，092名 （有料入場人員 9，326名）
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