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3203711月10日 曇 良 （25福島3）第4日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系2歳
発走9時50分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．3
1：45．6

稍重
不良

23 カシノカーム 牡2芦 55 勝浦 正樹柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 454＋ 41：48．5 9．7�
34 キンショーウズシオ 牡2芦 55 丸山 元気礒野日出夫氏 根本 康広 新冠 森永 聡 496＋ 21：49．03 3．3�
35 ニシノシュロ 牝2青鹿 54

53 ☆中井 裕二西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 482＋ 21：49．32 5．2�
815 ディープカジノ 牡2鹿 55 川島 信二深見 敏男氏 小野 幸治 新冠 越湖牧場 474＋ 81：49．51� 30．3�
11 コスモラヴモア 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 474± 01：49．82 4．1�
610 ポッドタイム 牡2栗 55 嘉藤 貴行小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新冠 村田牧場 452＋141：49．9クビ 66．9	
47 カガグレイハート 牡2芦 55

53 △杉原 誠人香川 憲次氏 高市 圭二 新ひだか マークリ牧場 440＋10 〃 クビ 64．9

58 マンボプリンス 牡2鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 三石ファーム B460＋ 21：50．85 19．1�
22 プランドール 牝2栗 54 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 田中 清隆 新ひだか 澤田 嘉隆 470± 01：51．01� 17．1
59 プレストウィック 牡2芦 55 中舘 英二有限会社シルク武藤 善則 安平 ノーザンファーム 524＋121：52．17 5．7�
611 シ ゲ ル ウ ゴ 牡2青鹿55 高倉 稜森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 石川 栄一 516± 01：52．42 33．0�
712 ハクユウジャック 牡2栗 55 村田 一誠 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか キヨミネ牧場 456＋ 41：53．03� 171．2�
713 ワンダフルドリーム 牡2鹿 55 柴山 雄一落合 幸弘氏 斎藤 誠 新冠 新冠橋本牧場 442＋ 81：53．85 227．9�
46 グランドシャルマン 牝2鹿 54 黛 弘人�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 452＋ 61：57．0大差 94．4�
814 シリウスフォンテン 牡2鹿 55 川須 栄彦吉橋 計氏 石毛 善彦 平取 高橋 幸男 464± 0 （競走中止） 77．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 9，080，000円 複勝： 17，507，500円 枠連： 7，712，700円
馬連： 20，551，100円 馬単： 15，358，400円 ワイド： 11，107，100円
3連複： 32，733，300円 3連単： 51，990，700円 計： 166，040，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 240円 � 140円 � 210円 枠 連（2－3） 750円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 480円 �� 970円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 18，180円

票 数

単勝票数 計 90800 的中 � 7450（5番人気）
複勝票数 計 175075 的中 � 16942（5番人気）� 40788（2番人気）� 20458（4番人気）
枠連票数 計 77127 的中 （2－3） 7677（4番人気）
馬連票数 計 205511 的中 �� 11847（6番人気）
馬単票数 計 153584 的中 �� 3441（13番人気）
ワイド票数 計 111071 的中 �� 5988（5番人気）�� 2669（12番人気）�� 5471（7番人気）
3連複票数 計 327333 的中 ��� 8789（9番人気）
3連単票数 計 519907 的中 ��� 2111（51番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―30．4―43．3―56．9―1：10．1―1：23．2―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カシノカーム �
�
父 カ ー ム �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2013．6．30 福島6着

2011．4．21生 牡2芦 母 アトラスマーカー 母母 ブラッセルフラウ 7戦1勝 賞金 5，750，000円
〔騎手変更〕 カガグレイハート号の騎手山崎亮誠は，第3日第8競走での落馬負傷のため杉原誠人に変更。

ディープカジノ号の騎手菱田裕二は，負傷のため川島信二に変更。
〔競走中止〕 シリウスフォンテン号は，競走中に疾病〔右第3中手骨開放骨折〕を発症し，1コーナーで騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 グランドシャルマン号は，1コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダフルドリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月10日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コスモチャイム号

3203811月10日 曇 良 （25福島3）第4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
1：08．6
1：07．8

良
良

23 クラウンルシフェル 牡2栗 55 伊藤 工真�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 478± 01：10．1 15．7�
510 ヴァッフシュテルケ 牡2青鹿55 国分 優作�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 446＋ 2 〃 クビ 5．3�
11 カシノケトル 牝2黒鹿54 柴山 雄一柏木 務氏 日吉 正和 新ひだか 水丸牧場 454± 01：10．2クビ 5．9�
611 ナムラマサシゲ 牡2栗 55

52 ▲原田 敬伍奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 472－ 8 〃 クビ 181．3�
36 グ ラ ン ツ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹 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 486＋ 61：10．41� 6．3	
815 カンタベリーツルギ 牡2鹿 55 田中 博康峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 428－ 21：10．5� 22．8

714 ヴェアリアスサマー 牡2栗 55 丸山 元気小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 490－ 2 〃 ハナ 6．9�
47 ブラックチョコ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 日高 シンボリ牧場 422－101：10．82 3．9�
48 セクシイガール 牝2鹿 54 川須 栄彦平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 458－ 61：10．9クビ 43．5
59 フレンドスイート 牝2鹿 54 中舘 英二横尾 晴人氏 菊川 正達 新ひだか 藤巻 則弘 434± 01：11．53� 19．7�
12 クラウンマリリン 牝2栗 54 高倉 稜矢野 恭裕氏 中竹 和也 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 454＋ 61：11．6� 126．7�
24 コスモスティキン 牡2鹿 55 丹内 祐次 �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 404＋ 21：11．81� 200．7�
713 デルマアラレチャン 牝2鹿 54

52 △杉原 誠人浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 450－ 21：12．01� 171．8�
816 フロリディータ 牝2鹿 54 黛 弘人手嶋 康雄氏 松永 康利 浦河 浦河土肥牧場 436± 01：12．1� 50．2�
612 ロ コ コ 牝2鹿 54 江田 照男�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 414－ 2 〃 クビ 9．3�
35 タカミルシエル 牝2鹿 54

53 ☆横山 和生村田 滋氏 嶋田 潤 日高 賀張三浦牧場 422＋ 81：12．52� 128．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 11，203，300円 複勝： 22，073，900円 枠連： 6，508，500円
馬連： 21，095，200円 馬単： 15，157，500円 ワイド： 12，317，300円
3連複： 31，454，300円 3連単： 47，450，400円 計： 167，260，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 540円 � 170円 � 230円 枠 連（2－5） 3，410円

馬 連 �� 5，280円 馬 単 �� 11，600円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 1，590円 �� 790円

3 連 複 ��� 10，770円 3 連 単 ��� 60，490円

票 数

単勝票数 計 112033 的中 � 5650（7番人気）
複勝票数 計 220739 的中 � 8441（8番人気）� 41873（1番人気）� 25773（5番人気）
枠連票数 計 65085 的中 （2－5） 1411（17番人気）
馬連票数 計 210952 的中 �� 2949（25番人気）
馬単票数 計 151575 的中 �� 965（52番人気）
ワイド票数 計 123173 的中 �� 1739（24番人気）�� 1886（21番人気）�� 4022（10番人気）
3連複票数 計 314543 的中 ��� 2156（41番人気）
3連単票数 計 474504 的中 ��� 579（217番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．1―11．5―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―34．8―46．3―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンルシフェル �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2013．10．26 東京7着

2011．4．8生 牡2栗 母 サ ザ ン ベ ル 母母 タケノスピカ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 カシノケトル号の騎手菱田裕二は，負傷のため柴山雄一に変更。

セクシイガール号の騎手山崎亮誠は，第3日第8競走での落馬負傷のため川須栄彦に変更。
※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。
（非当選馬） 1頭 ガーネットアイ号

第３回 福島競馬 第４日



3203911月10日 曇 良 （25福島3）第4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 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

46 フミノメモリー 牡3黒鹿55 勝浦 正樹谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 532－ 21：48．0 3．2�
58 オリオンザムーン 牡3栗 55 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 514＋ 61：48．1� 11．0�
23 カ ト ラ ス �3芦 55

52 ▲伴 啓太村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 466± 01：48．52� 4．2�
815 ドリーミングラヴ 牝4黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 松田牧場 430± 01：49．24 9．4�
34 スピカシチー 牝4鹿 55

54 ☆中井 裕二 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 新ひだか 幌村牧場 444－101：49．3クビ 38．9�
712 メ イ ラ ー ド 牡3栗 55 中舘 英二 	キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：49．4� 55．2

22 トウショウカムイ 牡5鹿 57 村田 一誠トウショウ産業� 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 504－ 21：49．61	 4．9�
11 
 グッドシーユー 牡5黒鹿57 吉田 隼人荒牧 政美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498－20 〃 クビ 15．0�
610 ブ ラ イ テ ン 牡3鹿 55

52 ▲原田 敬伍松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 508＋ 21：49．81	 69．2
47 ナンヨーノキョー 牝3黒鹿 53

52 ☆横山 和生中村 德也氏 小笠 倫弘 浦河 三好牧場 436－ 41：49．9� 9．0�
713
 ラプターフィリー 牝4栗 55 黛 弘人佐藤 恭永氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 494－ 4 〃 ハナ 100．6�
611 ラ グ ナ ロ ク �7黒鹿57 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B488－ 21：50．0� 43．8�
59 コウエイロックオン 牡4鹿 57 川島 信二西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム 502＋ 71：50．21	 76．0�
814 アグネスグローリー 牡5栗 57 田中 博康渡辺 孝男氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 500－ 21：50．94 213．0�
35 
 トゥイードルダム �3鹿 55 高倉 稜栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日高大洋牧場 472－121：51．75 52．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 11，779，800円 複勝： 22，192，800円 枠連： 8，758，600円
馬連： 22，529，500円 馬単： 17，542，400円 ワイド： 13，081，100円
3連複： 36，748，000円 3連単： 56，386，900円 計： 189，019，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 250円 � 150円 枠 連（4－5） 890円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 410円 �� 340円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 5，790円

票 数

単勝票数 計 117798 的中 � 29502（1番人気）
複勝票数 計 221928 的中 � 50716（1番人気）� 17537（5番人気）� 44834（2番人気）
枠連票数 計 87586 的中 （4－5） 7310（3番人気）
馬連票数 計 225295 的中 �� 18476（3番人気）
馬単票数 計 175424 的中 �� 7882（4番人気）
ワイド票数 計 130811 的中 �� 7955（4番人気）�� 10096（1番人気）�� 4798（8番人気）
3連複票数 計 367480 的中 ��� 24014（2番人気）
3連単票数 計 563869 的中 ��� 7190（7番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―12．2―13．6―14．0―13．1―12．7―12．1―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―30．1―43．7―57．7―1：10．8―1：23．5―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．2
1
3
10，13（3，15）－（1，5，7）11（2，9，14）－（4，6）12，8・（13，8）（10，15，6）（3，12）（7，4）（5，14）（1，11）9，2

2
4

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

勝馬の
紹 介

フミノメモリー �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．3．2 阪神6着

2010．4．30生 牡3黒鹿 母 クロスウォーターⅡ 母母 Bay Harbor 10戦2勝 賞金 16，270，000円
〔騎手変更〕 グッドシーユー号の騎手菱田裕二は，負傷のため吉田隼人に変更。

スピカシチー号の騎手山崎亮誠は，第3日第8競走での落馬負傷のため中井裕二に変更。

3204011月10日 雨 良 （25福島3）第4日 第4競走 ��1，150�サラブレッド系3歳以上
発走11時15分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 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

611 タマノエスペランサ 牝3鹿 54 中谷 雄太玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 新冠 武田牧場 478－ 21：10．0 7．7�
48 タイセイクインス 牝4青鹿55 川須 栄彦田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 470－ 41：10．21� 23．1�
36 プリティーキャロル 牝3芦 54

52 △杉原 誠人伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 454＋ 21：10．3� 5．4�
24 メイショウヒメユリ 牝4青鹿55 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 430＋ 4 〃 クビ 23．3�
47 ボストンビリーヴ 牝3栗 54 国分 優作ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 448－ 81：10．4クビ 27．7�
815 ヨゾラニネガイヲ 牝3鹿 54 勝浦 正樹 	キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B454± 01：10．61� 16．0

23 フレックスハート 牝3鹿 54 丸山 元気保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B456－ 61：10．7� 1．9�
35 レ デ ィ ー 牝3鹿 54 吉田 隼人浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 414－ 21：10．8� 43．3�
816	 ヤギリエスペランサ 牝5栗 55 嘉藤 貴行内田ヤエ子氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 508－ 8 〃 クビ 83．3
12 ストゥーディアス 牝3鹿 54 伊藤 工真有限会社シルク中村 均 新ひだか 千代田牧場 502＋ 21：11．22� 79．7�
510 アラマサスチール 牝5鹿 55

52 ▲伴 啓太	アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 460－ 8 〃 ハナ 256．7�
713 ヒュウガミズキ 牝3鹿 54

53 ☆横山 和生山岸 桂市氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 472－ 2 〃 ハナ 14．0�
11 ツカサリボン 牝5栗 55

52 ▲原田 敬伍中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 折手牧場 418－ 31：11．3� 158．6�
59 レディーピンク 牝3鹿 54 西村 太一小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 430－ 81：11．4クビ 10．0�
612	 マルモグリフィス 牝4鹿 55 柴山 雄一まるも組合 藤沢 則雄 日高 山際 辰夫 466－ 91：11．72 194．3�
714 イサミノキセキ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二前田 哲郎氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 414＋101：12．87 226．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，426，800円 複勝： 27，764，800円 枠連： 9，196，600円
馬連： 31，029，600円 馬単： 20，854，900円 ワイド： 16，131，100円
3連複： 40，729，500円 3連単： 70，462，300円 計： 233，595，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 260円 � 740円 � 210円 枠 連（4－6） 4，320円

馬 連 �� 5，950円 馬 単 �� 16，190円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 580円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 9，360円 3 連 単 ��� 61，840円

票 数

単勝票数 計 174268 的中 � 17984（3番人気）
複勝票数 計 277648 的中 � 29064（3番人気）� 8097（9番人気）� 41695（2番人気）
枠連票数 計 91966 的中 （4－6） 1572（15番人気）
馬連票数 計 310296 的中 �� 3854（21番人気）
馬単票数 計 208549 的中 �� 951（48番人気）
ワイド票数 計 161311 的中 �� 1566（25番人気）�� 7347（6番人気）�� 1944（22番人気）
3連複票数 計 407295 的中 ��� 3213（34番人気）
3連単票数 計 704623 的中 ��� 841（206番人気）

ハロンタイム 9．6―11．3―11．9―12．5―12．3―12．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．9―32．8―45．3―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマノエスペランサ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2013．1．6 中山9着

2010．5．22生 牝3鹿 母 シャンハイレディ 母母 アンドレディー 9戦2勝 賞金 16，070，000円
〔騎手変更〕 ヨゾラニネガイヲ号の騎手菱田裕二は，負傷のため勝浦正樹に変更。
〔制裁〕 タマノエスペランサ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）について戒告。



3204111月10日 雨 良 （25福島3）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時45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
1：48．2
1：46．0

良
良

68 キタサンキンボシ 牡2栗 55 荻野 琢真�大野商事 梅田 智之 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 506 ―1：51．5 5．1�

45 クインズアベハ 牝2鹿 54 勝浦 正樹 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新ひだか 大滝 康晴 438 ― 〃 クビ 10．7�
813 カワキタアロー 牡2青鹿 55

54 ☆横山 和生川島 吉男氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 434 ―1：52．35 13．5�
69 ワイレアゴールド 牝2黒鹿54 木幡 初広横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 新冠 ハクツ牧場 432 ―1：52．51� 6．7�
44 アキノリング 牡2鹿 55 村田 一誠穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 464 ―1：52．6� 85．0	
812 トウケイギムレット 牡2黒鹿 55

54 ☆中井 裕二木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 480 ― 〃 クビ 12．2

57 マイネルミランダス 牡2栗 55 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 青森 石田 英機 460 ― 〃 アタマ 3．5�
33 アイヅバレット 牡2黒鹿55 伊藤 工真真部 晴德氏 佐藤 吉勝 平取 原田 新治 450 ―1：52．7クビ 22．6�
710 マイネルヴィクター 牡2栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 462 ―1：53．12� 20．2
22 ベルモントパープル 牡2栗 55 江田 照男 �ベルモントファーム和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 510 ― 〃 クビ 34．5�
56 フェアーリーダー 牡2栗 55 中舘 英二佐藤 守宏氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 B448 ― 〃 ハナ 6．4�
11 グリーンソード 牝2鹿 54

52 △杉原 誠人中脇 満氏 蛯名 利弘 浦河 笹地牧場 444 ― 〃 アタマ 19．0�
711 カネコメシルキー 牡2黒鹿55 柴山 雄一髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 守矢牧場 460 ―1：54．05 31．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 12，230，200円 複勝： 19，488，600円 枠連： 10，668，000円
馬連： 21，986，800円 馬単： 16，044，100円 ワイド： 12，083，200円
3連複： 30，957，100円 3連単： 51，023，400円 計： 174，481，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 330円 � 510円 枠 連（4－6） 1，480円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 4，740円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，340円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 12，730円 3 連 単 ��� 56，040円

票 数

単勝票数 計 122302 的中 � 19000（2番人気）
複勝票数 計 194886 的中 � 29245（2番人気）� 14945（5番人気）� 8936（10番人気）
枠連票数 計 106680 的中 （4－6） 5337（6番人気）
馬連票数 計 219868 的中 �� 6224（8番人気）
馬単票数 計 160441 的中 �� 2501（14番人気）
ワイド票数 計 120832 的中 �� 4053（6番人気）�� 2212（16番人気）�� 1495（30番人気）
3連複票数 計 309571 的中 ��� 1796（43番人気）
3連単票数 計 510234 的中 ��� 672（170番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―13．2―14．1―12．8―12．1―11．8―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．1―37．3―51．4―1：04．2―1：16．3―1：28．1―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キタサンキンボシ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Rodwell 初出走

2011．4．17生 牡2栗 母 キタサンアカデミー 母母 Zephyr Souba 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3204211月10日 雨 良 （25福島3）第4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）

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

713 シベリアンスオード 牡3栗 56 勝浦 正樹藤田 在子氏 萱野 浩二 新冠 山岡牧場 516－ 81：09．6 7．0�
612� ク ー デ タ ー 牡4黒鹿57 柴山 雄一杉立 恭平氏 川村 禎彦 平取 二風谷ファーム 468＋ 61：09．7� 59．0�
47 モリトブイコール �5栗 57

56 ☆横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 466－101：09．8� 16．7�
48 ジャストフレンズ 牝4鹿 55 中谷 雄太阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 442＋121：09．9� 37．4�
59 サーシスリーフ 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 484＋ 41：10．0	 9．5�
714� アグネスピンキー 牝5鹿 55 中舘 英二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 440± 0 〃 ハナ 16．4	
611� エルウェーオージャ �5青 57 川島 信二雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 496＋221：10．21
 46．9

815 キーブランド 牡4鹿 57 鮫島 良太北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 518＋16 〃 ハナ 6．7�
816 ヒカリユニキャスト 牡3黒鹿56 高倉 稜�ヒカリクラブ 谷 潔 浦河 岡本 昌市 556－ 21：10．41	 22．3�
11 アスコットシチー 牡4栗 57

56 ☆中井 裕二 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 470＋ 21：10．5クビ 3．5
24 � チュウワダンサー 牝4芦 55 丹内 祐次中西 忍氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 クビ 259．7�
510 ヴェアリアスローズ 牝3栗 54 丸山 元気小林 秀樹氏 栗田 徹 新冠 村上牧場 406－ 21：10．71
 19．3�
12 サンマルヴィグラス 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 506＋ 41：10．8	 4．3�
35 ローレルシャイニー 牡3黒鹿56 国分 優作 �ローレルレーシング 庄野 靖志 日高 豊郷牧場 472＋ 21：10．9クビ 41．5�
23 � ニロティカス 牡4黒鹿57 木幡 初広畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 高松牧場 B454－ 41：11．32	 50．2�
36 ノーザンハリアー �3芦 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 むかわ 渡辺 隆 444± 01：11．72	 116．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，123，900円 複勝： 22，049，000円 枠連： 12，391，200円
馬連： 25，800，800円 馬単： 18，274，800円 ワイド： 14，201，800円
3連複： 39，513，700円 3連単： 62，739，700円 計： 207，094，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 280円 � 970円 � 400円 枠 連（6－7） 5，850円

馬 連 �� 17，880円 馬 単 �� 31，370円

ワ イ ド �� 5，230円 �� 1，880円 �� 8，610円

3 連 複 ��� 68，300円 3 連 単 ��� 319，330円

票 数

単勝票数 計 121239 的中 � 13666（4番人気）
複勝票数 計 220490 的中 � 23061（4番人気）� 5285（10番人気）� 14867（6番人気）
枠連票数 計 123912 的中 （6－7） 1565（18番人気）
馬連票数 計 258008 的中 �� 1065（56番人気）
馬単票数 計 182748 的中 �� 430（101番人気）
ワイド票数 計 142018 的中 �� 664（58番人気）�� 1902（18番人気）�� 401（72番人気）
3連複票数 計 395137 的中 ��� 427（185番人気）
3連単票数 計 627397 的中 ��� 145（904番人気）

ハロンタイム 9．6―10．9―11．4―12．3―12．6―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．5―31．9―44．2―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シベリアンスオード �
�
父 シベリアンホーク �

�
母父 Jump Start デビュー 2012．12．15 中山1着

2010．4．11生 牡3栗 母 チアフルドーラ 母母 Cheer Cheer 4戦2勝 賞金 13，700，000円
〔騎手変更〕 チュウワダンサー号の騎手山崎亮誠は，第3日第8競走での落馬負傷のため丹内祐次に変更。

エルウェーオージャ号の騎手菱田裕二は，負傷のため川島信二に変更。
※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 ロードシュプリーム号



3204311月10日 雨 良 （25福島3）第4日 第7競走 1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時05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

815 ツクババンドーオー 牡4鹿 57
56 ☆横山 和生荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 490＋ 21：46．8 3．7�

47 チュウワストライク 牡4鹿 57 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 502－141：47．65 3．1�
23 ボストンリョウマ 牡5青鹿 57

54 ▲城戸 義政ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 478－121：47．7� 7．1�
712 シ ナ ー ラ 牝3鹿 53 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 430＋ 61：47．91� 15．8�
22 サトノシーザー 牡4青 57 草野 太郎里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 528－ 41：48．0クビ 6．1�
814 サンレイフローラ 牝3鹿 53

51 △杉原 誠人永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 438－ 61：48．21� 16．4	
35 オンワードナルシス 牡3黒鹿 55

54 ☆中井 裕二樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 484＋ 61：48．41� 67．8

34 フェアリーガーデン 牝4鹿 55

52 ▲花田 大昂田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 436＋ 21：48．61� 26．0�
11 � クリノタイコウ 牡4鹿 57 西村 太一栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 中村 雅明 450± 0 〃 クビ 207．8�
611 トウショウアミラル 牡3黒鹿 55

52 ▲伴 啓太トウショウ産業� 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 460－ 6 〃 アタマ 20．8
610 マルシゲサムライ 牡3栗 55 水口 優也坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 440－ 21：48．7クビ 15．2�
46 メイショウヤギュウ 牡4栗 57

54 ▲原田 敬伍松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 472－ 11：49．23 30．2�
713 フクノシリウス 牡3黒鹿55 菅原 隆一福島 実氏 嶋田 潤 浦河 山口 義彦 B446－ 21：49．3� 105．0�
59 � トーセンサイレンス 牡5黒鹿 57

54 ▲原田 和真島川 �哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B466± 01：49．62 75．9�
58 エ ッ フ ェ ル 牡3栗 55 伊藤 工真小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 B504＋ 61：51．210 72．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 11，362，500円 複勝： 19，290，300円 枠連： 9，961，700円
馬連： 22，203，600円 馬単： 17，078，900円 ワイド： 12，274，600円
3連複： 32，824，300円 3連単： 55，281，900円 計： 180，277，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 150円 � 190円 枠 連（4－8） 510円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 280円 �� 530円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 5，380円

票 数

単勝票数 計 113625 的中 � 24261（2番人気）
複勝票数 計 192903 的中 � 38049（2番人気）� 38474（1番人気）� 23068（4番人気）
枠連票数 計 99617 的中 （4－8） 14681（1番人気）
馬連票数 計 222036 的中 �� 26582（1番人気）
馬単票数 計 170789 的中 �� 9277（2番人気）
ワイド票数 計 122746 的中 �� 11987（1番人気）�� 5366（5番人気）�� 7824（2番人気）
3連複票数 計 328243 的中 ��� 17766（2番人気）
3連単票数 計 552819 的中 ��� 7591（3番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．9―12．2―12．4―13．1―13．0―12．9―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．4―42．6―55．0―1：08．1―1：21．1―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ツクババンドーオー �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2011．10．2 中山8着

2009．2．14生 牡4鹿 母 トゥルービューティ 母母 イマジネーション 15戦3勝 賞金 27，890，000円
〔騎手変更〕 サトノシーザー号の騎手菱田裕二は，負傷のため草野太郎に変更。

トウショウアミラル号の騎手山崎亮誠は，第3日第8競走での落馬負傷のため伴啓太に変更。
〔制裁〕 シナーラ号の騎手田中健は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

3204411月10日 曇 良 （25福島3）第4日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時35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

612 レヴァンタール �4鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 444－ 61：08．8 15．0�
47 ケイアイウィルゴー 牝3鹿 54 吉田 隼人亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 470＋ 61：09．01� 9．1�
11 ベ ル ラ イ ン 牝3栗 54 鮫島 良太永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 438－ 41：09．1� 9．0�
713 オメガセニョリーナ 牝4鹿 55 高倉 稜原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 ハナ 6．1�
815 メイショウライナー 牡3鹿 56 中舘 英二松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 468＋ 4 〃 ハナ 3．5�
510 ジーブラック 牝3芦 54 丸山 元気	グランプリ 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 446± 01：09．31	 5．8

24 アルマシャウラ 牝3鹿 54 柴山 雄一コウトミックレーシング 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 436－ 61：09．51 31．7�
816 キャメロンロード 牝3鹿 54 川須 栄彦森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 446－ 4 〃 クビ 30．5�
59 
 オレタチセッカチ 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 456＋ 21：09．6� 164．4
35 トーアディアマンテ 牝4鹿 55 国分 優作高山ランド	 大根田裕之 豊浦トーア牧場 416－ 4 〃 クビ 50．3�
714 ケイツーノース 牝6栗 55

54 ☆中井 裕二楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 502＋ 21：09．7� 40．0�
48 コスモリープリング 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 新ひだか へいはた牧場 500－ 61：09．91� 11．4�
12 スピーディユウマ 牝3青鹿 54

53 ☆横山 和生竹國美枝子氏 鈴木 康弘 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 420± 01：10．0� 37．1�

23 ステキトワイライト 牝3鹿 54 伊藤 工真小田切統二氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 454± 01：10．31� 30．2�
611 トーセンムンク 牝4鹿 55

53 △杉原 誠人島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム B476＋ 21：10．4� 34．8�

36 
 ド ウ デ ス �4栗 57 勝浦 正樹星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 516－ 81：11．03� 18．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，828，900円 複勝： 25，481，300円 枠連： 11，045，900円
馬連： 27，811，300円 馬単： 18，139，500円 ワイド： 15，216，000円
3連複： 43，927，300円 3連単： 73，186，400円 計： 228，636，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 360円 � 370円 � 320円 枠 連（4－6） 2，470円

馬 連 �� 6，790円 馬 単 �� 15，050円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 2，260円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 20，580円 3 連 単 ��� 120，030円

票 数

単勝票数 計 138289 的中 � 7299（7番人気）
複勝票数 計 254813 的中 � 18521（6番人気）� 18244（7番人気）� 21679（4番人気）
枠連票数 計 110459 的中 （4－6） 3303（12番人気）
馬連票数 計 278113 的中 �� 3026（24番人気）
馬単票数 計 181395 的中 �� 890（47番人気）
ワイド票数 計 152160 的中 �� 2093（18番人気）�� 1645（23番人気）�� 2728（14番人気）
3連複票数 計 439273 的中 ��� 1576（67番人気）
3連単票数 計 731864 的中 ��� 450（369番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．1―11．6―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．8―45．4―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 ・（3，7，10，6）15（1，8）（11，16）5（9，13，12，14）4＝2 4 ・（3，7，10）（1，15，6，16，12）（5，8）（9，11，13，14）4－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レヴァンタール �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Conquistador Cielo デビュー 2011．10．23 東京11着

2009．4．2生 �4鹿 母 パ ン ペ ロ ウ 母母 ウインターワーズ 21戦2勝 賞金 26，692，000円
〔発走状況〕 ドウデス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ドウデス号は，平成25年11月11日から平成25年12月1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。
（非当選馬） 1頭 スマイルゲート号
（非抽選馬） 1頭 バクシンクリチャン号



3204511月10日 曇 良 （25福島3）第4日 第9競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳以上

発走14時05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

712 ゲームフェイス 牡3芦 55 川須 栄彦宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 宮内牧場 548＋ 81：48．1 2．9�
57 � エ ク チ ュ ア 牡4鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 矢作 芳人 英 Value

Bloodstock 448＋ 21：48．2	 30．4�
58 ナムララオウ 牡3栗 55

52 ▲原田 敬伍奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 498－ 61：48．41
 6．4�
11 サンライズドバイ 牡5芦 57 国分 優作松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B498＋ 41：48．72 37．3�
33 � ヤンキーソヴリン �3黒鹿55 木幡 初広岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.

Brilie, L. P. 482－ 81：48．8	 3．4�
45 � ミルクディッパー 牡4黒鹿57 村田 一誠�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management 554＋12 〃 アタマ 14．9	
610 クイックスパイダー 牡3栗 55 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 466－ 21：48．9クビ 17．4

711� サダルメリク 牡6鹿 57 鮫島 良太前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess 474－ 21：49．0� 15．3�
814 ニジノハヤテ 牡3黒鹿55 川島 信二杉本千賀子氏 境 直行 新ひだか 三石ファーム 466－ 21：49．21 60．2�
46 プラネットスコア 牡3黒鹿55 柴山 雄一岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 468＋ 21：49．41� 6．0
22 テワヒポウナム 牝3鹿 53 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 440± 01：50．14 72．9�
69 コウズシャイン 牡4鹿 57 水口 優也山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 506－ 81：50．42 256．9�
34  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 462－121：50．71	 260．0�
813 ナーゴナーゴサユリ 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政石川美代子氏 清水 出美 新ひだか 原 フアーム 412－ 61：55．6大差 293．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 13，526，300円 複勝： 21，067，500円 枠連： 9，457，400円
馬連： 29，470，500円 馬単： 20，679，900円 ワイド： 14，016，900円
3連複： 42，369，600円 3連単： 78，184，400円 計： 228，772，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 580円 � 200円 枠 連（5－7） 640円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 5，470円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 380円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 20，590円

票 数

単勝票数 計 135263 的中 � 37294（1番人気）
複勝票数 計 210675 的中 � 43957（1番人気）� 7060（9番人気）� 29415（4番人気）
枠連票数 計 94574 的中 （5－7） 11058（3番人気）
馬連票数 計 294705 的中 �� 5813（15番人気）
馬単票数 計 206799 的中 �� 2793（19番人気）
ワイド票数 計 140169 的中 �� 2752（17番人気）�� 10220（3番人気）�� 1703（23番人気）
3連複票数 計 423696 的中 ��� 7694（12番人気）
3連単票数 計 781844 的中 ��� 2803（62番人気）

ハロンタイム 7．2―11．9―12．4―13．3―13．1―12．3―13．1―12．5―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―19．1―31．5―44．8―57．9―1：10．2―1：23．3―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゲームフェイス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 El Prado デビュー 2012．9．2 新潟11着

2010．2．28生 牡3芦 母 ミ ュ ー ジ ー 母母 Foible 11戦2勝 賞金 19，470，000円
〔騎手変更〕 ニジノハヤテ号の騎手菱田裕二は，負傷のため川島信二に変更。
〔その他〕 ナーゴナーゴサユリ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除

外。

3204611月10日 曇 良 （25福島3）第4日 第10競走 ��2，000�
み は る こ ま

三 春 駒 特 別
発走14時40分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳53�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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

610 ア ソ ル ー タ 牝5栗 55 村田 一誠 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 450－ 81：59．1 54．5�
35 モ モ ト ン ボ 牝3鹿 53 吉田 隼人 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 458＋10 〃 ハナ 3．2�
34 アースザスリー 牝3鹿 53 江田 照男 �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 474＋ 21：59．31� 132．0�
47 インカンデセンス 牝3鹿 53 丸山 元気 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－ 41：59．4� 18．2�
59 マイネアルナイル 牝4青鹿55 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 480± 01：59．5� 13．1	
11 スーパーマダム 牝3鹿 53 勝浦 正樹原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 476＋ 41：59．6� 13．0

58 コーディリア 牝4青 55 国分 優作 �社台レースホース清水 出美 安平 追分ファーム 456－ 4 〃 ハナ 57．2�
713 スリーアフロディテ 牝4鹿 55 中舘 英二永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 494－ 21：59．7� 6．2�
23 ダイワユニティー 牝3黒鹿53 川須 栄彦大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 456－10 〃 ハナ 3．7
611 スカイキューティー 牝3黒鹿53 杉原 誠人杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 470－20 〃 ハナ 8．3�
22 ラヴァズアゲイン 牝4栗 55 鮫島 良太岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 472± 02：00．12� 20．2�
712 セクシイサウンド 牝3鹿 53 高倉 稜平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 494＋122：00．42 76．1�
814 アイズオンリー 牝3芦 53 柴山 雄一 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 498＋ 4 〃 ハナ 34．5�
815 フィールフリーリー 牝3栗 53 横山 和生吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 478－ 22：01．14 22．4�
46 	 ア ナ ン タ ン 牝4栗 55 黛 弘人川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 432＋ 2 〃 ハナ 248．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，216，200円 複勝： 34，955，800円 枠連： 12，241，600円
馬連： 46，967，900円 馬単： 28，859，800円 ワイド： 21，814，200円
3連複： 66，845，100円 3連単： 115，052，000円 計： 345，952，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，450円 複 勝 � 1，120円 � 180円 � 3，180円 枠 連（3－6） 1，530円

馬 連 �� 8，390円 馬 単 �� 25，850円

ワ イ ド �� 2，710円 �� 36，100円 �� 7，020円

3 連 複 ��� 236，040円 3 連 単 ��� 1，768，930円

票 数

単勝票数 計 192162 的中 � 2779（11番人気）
複勝票数 計 349558 的中 � 6915（12番人気）� 71727（2番人気）� 2315（14番人気）
枠連票数 計 122416 的中 （3－6） 5915（6番人気）
馬連票数 計 469679 的中 �� 4133（27番人気）
馬単票数 計 288598 的中 �� 824（74番人気）
ワイド票数 計 218142 的中 �� 2012（29番人気）�� 147（97番人気）�� 763（54番人気）
3連複票数 計 668451 的中 ��� 209（263番人気）
3連単票数 計1150520 的中 ��� 48（1768番人気）

ハロンタイム 12．0―11．3―11．5―12．6―12．5―12．0―11．6―11．8―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―23．3―34．8―47．4―59．9―1：11．9―1：23．5―1：35．3―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

ア ソ ル ー タ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2011．2．6 東京4着

2008．2．8生 牝5栗 母 フレンチバレリーナ 母母 バレークイーン 25戦2勝 賞金 33，094，000円
〔騎手変更〕 インカンデセンス号の騎手菱田裕二は，負傷のため丸山元気に変更。
〔発走状況〕 スーパーマダム号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 スーパーマダム号は，発走調教再審査。



3204711月10日 曇 良 （25福島3）第4日 第11競走 ��
��1，200�みちのくステークス

発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳56�4歳以
上57�，牝馬2�減

福島競馬振興会長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，800，000円 6，300，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，580，000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
1：07．0
1：06．5

良
良

11 ミヤジエムジェイ 牡5鹿 57 国分 優作曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 508－ 41：07．5 12．8�
612 ツインクルスター 牝4栗 55 江田 照男岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 488－ 41：07．81� 5．9�
714 セイコーライコウ 牡6鹿 57 丸山 元気竹國美枝子氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 492＋ 8 〃 クビ 2．2�
35 メイショウツガル 牡5鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 462－141：07．9クビ 12．2�
611 マッキーコバルト 牡7鹿 57 鮫島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 B464＋ 21：08．11	 13．1�
23 ターニングポイント 
8青鹿57 水口 優也山上 和良氏 日吉 正和 新冠 泉渕瀬牧場 472－ 41：08．42 106．0�
47 グローリールピナス 牝7栃栗55 原田 和真大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 482－ 2 〃 クビ 359．9	
12 ヤマニンパピオネ 牝5芦 55 柴山 雄一土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 500－ 41：08．5クビ 6．3

816 カゼノグッドボーイ 牡7栗 57 中井 裕二深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 458＋20 〃 ハナ 411．1�
48 � シーギリヤガール 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 新生ファーム 444＋ 8 〃 ハナ 65．4
59 フローラルホール 牝5鹿 55 木幡 初広小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 480－14 〃 アタマ 35．4�
510 ビーナストリック 牝3栗 54 村田 一誠友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 448＋ 41：08．6� 12．4�
36  ロードバロック 牡8鹿 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm 432± 01：08．7� 47．5�
713 コウエイフラッシュ 
7鹿 57 上村 洋行西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 486－ 81：08．8� 60．2�
24 ウインバンディエラ 牡7栗 57 勝浦 正樹�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 B472＋ 41：09．22� 76．3�
815 ヤマニングルノイユ 牝6鹿 55 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 496－ 61：09．52 18．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，634，900円 複勝： 43，761，900円 枠連： 28，416，300円
馬連： 100，436，100円 馬単： 61，992，000円 ワイド： 37，801，900円
3連複： 139，151，200円 3連単： 264，418，900円 計： 704，613，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 240円 � 190円 � 130円 枠 連（1－6） 770円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 7，200円

ワ イ ド �� 980円 �� 570円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 24，750円

票 数

単勝票数 計 286349 的中 � 17637（6番人気）
複勝票数 計 437619 的中 � 37032（4番人気）� 54128（2番人気）� 127346（1番人気）
枠連票数 計 284163 的中 （1－6） 27288（3番人気）
馬連票数 計1004361 的中 �� 23087（11番人気）
馬単票数 計 619920 的中 �� 6357（27番人気）
ワイド票数 計 378019 的中 �� 8918（12番人気）�� 16478（5番人気）�� 26017（1番人気）
3連複票数 計1391512 的中 ��� 37566（7番人気）
3連単票数 計2644189 的中 ��� 7885（69番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．8―11．2―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．2―44．4―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤジエムジェイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2010．11．13 京都6着

2008．3．18生 牡5鹿 母 ミヤジプロスパー 母母 タツノメロウ 34戦5勝 賞金 128，736，000円
〔騎手変更〕 ロードバロック号の騎手菱田裕二は，負傷のため川須栄彦に変更。

カゼノグッドボーイ号の騎手山崎亮誠は，第3日第8競走での落馬負傷のため中井裕二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 オールブランニュー号・ダノンエレガント号・フレデフォート号・メイショウイザヨイ号・メジロツボネ号

3204811月10日 曇 良 （25福島3）第4日 第12競走 ��
��1，800�

に し ご う

西 郷 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55�4歳以上57�，牝馬2�減

西郷村長賞（1着）
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 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：44．1

良
良

35 セトノフラッパー 牝3栗 53 田中 健難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 432＋ 21：46．6 4．2�
712 サンキストロード 牡3鹿 55 村田 一誠 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 510－ 21：46．7� 14．8�
47 スマートルピナス 牝3鹿 53 丸山 元気大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 452＋ 81：46．8� 9．8�
34 マイネルナタリス 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 470－ 4 〃 ハナ 36．1�
59 ダイワフェリス 牝4栗 55 横山 和生大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 510－ 81：47．01	 18．2	
58 マンインザムーン 牡3芦 55 杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 496－ 41：47．31
 5．3

23 ボーイフレンド 牡4栗 57 鮫島 良太北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 440－ 2 〃 クビ 10．7�
11 カ ケ ダ シ 牡3鹿 55 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 490－ 81：47．4クビ 6．2�
815 ディアデラバンデラ �4黒鹿57 高倉 稜 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 472＋10 〃 クビ 63．0
610 エリンジューム 牝3黒鹿53 吉田 隼人有限会社シルク高木 登 新ひだか 神垣 道弘 B468＋ 61：47．61	 8．4�
46 グランデアモーレ 牝3芦 53 川須 栄彦 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 41：47．7
 11．5�
713 レッドストラーダ 牡5鹿 57 黛 弘人 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B486－ 81：48．12� 15．1�
814 ジョウテンオリーヴ 牝4鹿 55 勝浦 正樹田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 502＋ 2 〃 ハナ 67．9�
611 テイエムブシドー 牡3鹿 55 柴山 雄一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 458－ 81：48．31� 51．4�
22 � アストロフォンテン 牡4鹿 57 木幡 初広吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 増尾牧場 466＋ 11：48．61
 156．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，338，400円 複勝： 38，503，500円 枠連： 17，460，900円
馬連： 60，510，800円 馬単： 35，492，700円 ワイド： 25，921，400円
3連複： 86，667，000円 3連単： 147，119，800円 計： 435，014，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 350円 � 300円 枠 連（3－7） 1，600円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 5，950円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 820円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 9，520円 3 連 単 ��� 50，480円

票 数

単勝票数 計 233384 的中 � 43969（1番人気）
複勝票数 計 385035 的中 � 74618（1番人気）� 25582（7番人気）� 30996（5番人気）
枠連票数 計 174609 的中 （3－7） 8101（7番人気）
馬連票数 計 605108 的中 �� 13330（13番人気）
馬単票数 計 354927 的中 �� 4403（20番人気）
ワイド票数 計 259214 的中 �� 5087（16番人気）�� 8102（5番人気）�� 3193（29番人気）
3連複票数 計 866670 的中 ��� 6724（32番人気）
3連単票数 計1471198 的中 ��� 2151（145番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．4―12．1―11．5―11．9―11．8―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―35．6―47．7―59．2―1：11．1―1：22．9―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セトノフラッパー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．10．13 京都3着

2010．3．5生 牝3栗 母 マルカアイチャン 母母 マルカコマチ 10戦2勝 賞金 25，735，000円
〔騎手変更〕 グランデアモーレ号の騎手菱田裕二は，負傷のため川須栄彦に変更。

３レース目



（25福島3）第4日 11月10日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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

172，560，000円
6，560，000円
1，730，000円
15，840，000円
61，734，500円
4，732，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
183，751，200円
314，136，900円
143，819，400円
430，393，200円
285，474，900円
205，966，600円
623，920，400円
1，073，296，800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 3，260，759，400円

総入場人員 11，674名 （有料入場人員 8，903名）
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