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3003711月8日 雨 稍重 （27福島3）第4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

23 リチュアルローズ 牝2鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 456＋ 21：09．8 1．8�
24 ラッキーポイント 牡2鹿 55 丸山 元気村山 忠弘氏 奥村 武 日高 モリナガファーム 456＋ 8 〃 アタマ 7．9�
611 カイソクポリス 牡2鹿 55

52 ▲加藤 祥太小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 470＋ 41：10．75 7．5�
816 ルルインザレイン 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 466± 01：10．91 5．2�
713 デルマジロキチ 牡2鹿 55 横山 和生浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 448± 0 〃 クビ 29．6�
47 ツイセキシャ 牡2鹿 55

54 ☆松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 474＋121：11．32� 18．0	
510 シゲルカマス 牝2鹿 54

51 ▲�島 克駿森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 前田牧場 424－ 8 〃 ハナ 145．2

11 ジャマイカムーン 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 410＋ 21：11．4クビ 50．2�
48 マ グ リ ッ ト 牡2黒鹿 55

52 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 456± 01：11．61 147．1

59 シ ゲ ル タ イ 牡2鹿 55 丸田 恭介森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 61：12．13 305．4�
12 クインズネプチュン 牝2鹿 54 勝浦 正樹 �クイーンズ・ランチ 和田正一郎 新ひだか 大滝 康晴 432＋ 61：12．2� 57．9�
36 フレンドソング 牝2黒鹿54 村田 一誠戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 414± 0 〃 クビ 13．6�
815 テイエムオリオン 牝2青鹿54 原田 和真竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 410－ 81：12．52 467．3�
714 ホ ー ミ ー 牡2黒鹿55 宮崎 北斗小林竜太郎氏 中川 公成 新冠 スカイビーチステーブル 446＋121：12．6� 74．0�
35 ユイノロマン 牝2鹿 54

52 △城戸 義政由井健太郎氏 黒岩 陽一 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 418＋ 61：12．7� 227．5�

612 ドエライナー 牝2栗 54 丹内 祐次野崎 宗信氏 菅原 泰夫 浦河 赤田牧場 444－ 41：14．7大差 71．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，518，800円 複勝： 37，964，100円 枠連： 9，400，700円
馬連： 32，653，800円 馬単： 22，208，900円 ワイド： 18，722，800円
3連複： 52，396，500円 3連単： 79，013，200円 計： 270，878，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 150円 枠 連（2－2） 560円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 270円 �� 370円 �� 930円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 4，370円

票 数

単勝票数 計 185188 的中 � 81608（1番人気）
複勝票数 計 379641 的中 � 236105（1番人気）� 21222（4番人気）� 32569（3番人気）
枠連票数 計 94007 的中 （2－2） 12882（2番人気）
馬連票数 計 326538 的中 �� 44001（2番人気）
馬単票数 計 222089 的中 �� 19432（2番人気）
ワイド票数 計 187228 的中 �� 19865（2番人気）�� 13152（3番人気）�� 4498（10番人気）
3連複票数 計 523965 的中 ��� 23565（3番人気）
3連単票数 計 790132 的中 ��� 13080（5番人気）

ハロンタイム 9．6―11．0―11．3―12．5―12．5―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．6―31．9―44．4―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リチュアルローズ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Wild Again デビュー 2015．9．19 中山2着

2013．4．26生 牝2鹿 母 マイワイルドローズ 母母 Rose of Mull 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 クインズネプチュン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドエライナー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月8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 ラルブルドヴィ号

3003811月8日 雨 稍重 （27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
1：08．5
1：07．8

良
良

610 キングハート 牡2鹿 55 中谷 雄太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 466＋ 61：11．5 4．7�
814 タイセイエクレール 牡2鹿 55 勝浦 正樹田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 498＋ 41：11．6� 4．7�
34 ファインキャプテン 牡2栗 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 464＋10 〃 ハナ 14．2�
58 コ リ ー ナ 牝2鹿 54 丸山 元気山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 大島牧場 436＋ 61：11．8� 2．6�
712 ビップトイトイトイ 牡2黒鹿 55

53 △義 英真鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか 田原橋本牧場 490＋12 〃 アタマ 12．9�
35 クロスアンジュ 牝2青鹿 54

51 ▲加藤 祥太吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 458± 01：12．33 8．1�
22 ウインアイリス 牝2黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹	ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 458－ 21：12．4クビ 70．7

11 ア ミ ー ラ 牝2鹿 54 石橋 脩青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 千葉飯田牧場 B444＋301：12．5� 45．2�
713 ノブレジェンド 牡2鹿 55 長岡 禎仁前田 亘輝氏 小島 茂之 様似 猿倉牧場 436＋20 〃 ハナ 84．9�
611 ダートリーダー 牡2鹿 55

53 △城戸 義政岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 沖田 博志 458＋121：12．6� 126．6
815 ペイシャナイト 牝2青 54 丸田 恭介北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 480－ 61：12．91� 105．0�
59 カ タ オ モ イ 牝2鹿 54 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 446＋ 21：13．21� 65．9�
47 レ イ シ 牝2黒鹿54 中井 裕二加藤 信之氏 蛯名 利弘 日高 シンボリ牧場 464＋ 41：13．3� 419．1�
23 クリスタルガーデン 牝2鹿 54 津村 明秀田頭 勇貴氏 武藤 善則 厚真 大川牧場 450－ 61：13．62 16．9�
46 カプチーノコースト 牝2鹿 54

51 ▲�島 克駿村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 478－ 4 （競走中止） 21．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 13，568，800円 複勝： 20，670，700円 枠連： 7，456，400円
馬連： 29，781，100円 馬単： 15，628，700円 ワイド： 17，325，500円
3連複： 39，162，100円 3連単： 52，805，000円 計： 196，398，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 190円 � 380円 枠 連（6－8） 1，300円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，180円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 6，980円 3 連 単 ��� 27，090円

票 数

単勝票数 計 135688 的中 � 22798（3番人気）
複勝票数 計 206707 的中 � 30200（3番人気）� 31949（2番人気）� 11705（6番人気）
枠連票数 計 74564 的中 （6－8） 4413（5番人気）
馬連票数 計 297811 的中 �� 17042（4番人気）
馬単票数 計 156287 的中 �� 4029（10番人気）
ワイド票数 計 173255 的中 �� 10321（4番人気）�� 3616（17番人気）�� 3640（16番人気）
3連複票数 計 391621 的中 ��� 4202（24番人気）
3連単票数 計 528050 的中 ��� 1413（83番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．4―12．0―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．7―46．7―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングハート �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2015．9．26 中山2着

2013．5．7生 牡2鹿 母 ラ ブ ハ ー ト 母母 シンメイユウシュン 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 カプチーノコースト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 カプチーノコースト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年12月8日まで出走できない。
※出走取消馬 プリンシアラッテオ号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※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 カシノミライ号・トゥルーセオリー号

第３回 福島競馬 第４日



3003911月8日 雨 稍重 （27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50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

710 シャトーウインド 牡5黒鹿57 川須 栄彦円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 472＋ 21：48．1 7．2�
79 ケンベストカフェ 牡3黒鹿55 大野 拓弥中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 476± 01：48．41� 2．1�
22 マルイチワンダー 牡5栗 57

56 ☆松若 風馬小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 454＋ 2 〃 クビ 4．8�
55 � メ イ ジ ン 牡4栗 57 丸田 恭介國分 純氏 蛯名 利弘 日高 スマイルファーム 468－101：48．5� 15．0�
68 クリノダイコクテン 牡4栃栗 57

55 △義 英真栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 470－ 2 〃 クビ 7．2�
811 カシノカーム 牡4芦 57 伊藤 工真柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B474＋ 41：48．71	 22．6�
11 � ヴィクトリーノヴァ 牡4芦 57 嶋田 純次古賀 慎一氏 谷原 義明 日高 中川 浩典 440＋ 21：49．12� 259．3	
812� ユーガッタフレンド 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 492＋ 21：49．2� 132．1�

56 ケンブリッジギルド 牡4栗 57 藤懸 貴志中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 482＋161：49．73 10．7�

44 � セ フ ィ ー ロ 牡4鹿 57 中谷 雄太 
グリーンファーム黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 470＋ 41：50．33� 16．5
33 スリースペシャル 
5鹿 57

54 ▲加藤 祥太永井商事
 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 470－ 21：51．47 100．0�
67 リバークルーズ 牝3栗 53

50 ▲�島 克駿 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 470＋ 21：52．14 110．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 15，722，100円 複勝： 18，256，200円 枠連： 7，687，600円
馬連： 28，783，700円 馬単： 17，424，700円 ワイド： 16，630，400円
3連複： 40，710，700円 3連単： 58，178，700円 計： 203，394，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 170円 � 110円 � 140円 枠 連（7－7） 750円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 330円 �� 410円 �� 210円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 5，650円

票 数

単勝票数 計 157221 的中 � 17233（4番人気）
複勝票数 計 182562 的中 � 20645（4番人気）� 57495（1番人気）� 29028（2番人気）
枠連票数 計 76876 的中 （7－7） 7856（4番人気）
馬連票数 計 287837 的中 �� 34001（2番人気）
馬単票数 計 174247 的中 �� 7251（5番人気）
ワイド票数 計 166304 的中 �� 12167（3番人気）�� 9256（4番人気）�� 22499（1番人気）
3連複票数 計 407107 的中 ��� 38381（1番人気）
3連単票数 計 581787 的中 ��� 7465（8番人気）

ハロンタイム 7．3―11．0―12．8―13．2―13．1―12．2―12．5―12．9―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．3―31．1―44．3―57．4―1：09．6―1：22．1―1：35．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャトーウインド �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2012．9．15 阪神4着

2010．4．16生 牡5黒鹿 母 シャトーベル 母母 ベ リ シ ャ 28戦2勝 賞金 27，394，000円
［他本会外：1戦0勝］

3004011月8日 雨 稍重 （27福島3）第4日 第4競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時20分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，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� 基準タイム2：57．4良

57 レッドヴィーヴォ �5黒鹿60 上野 翔 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 448± 03：04．5 2．0�
69 ダークサイド 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 452－ 43：06．110 53．9�
814 トウケイムーン �5栗 60 黒岩 悠木村 信彦氏 飯田 祐史 日高 下河辺牧場 472－ 83：06．31� 53．9�
45 ヴェアデイロス 牡6鹿 60 中村 将之�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 444－123：06．62 6．8�
610 リスヴェリアート 牡5鹿 60 難波 剛健�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 446－103：07．02� 31．5�
46 テイエムオドロキ 牝4栗 58 小坂 忠士竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 462－ 83：07．31� 23．5	
58 	 アプリカーレ 牝4鹿 58 植野 貴也水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 494－ 63：07．72� 6．9

33 マイケルチョウサン 牡4鹿 60 山本 康志�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 496＋143：08．01
 48．4�
34 シゲルウシュウ 牡4栗 60 浜野谷憲尚森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 464－ 63：08．95 10．7�
711 ニシノファブレッド 牡7鹿 60 原田 和真福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 486－ 43：09．32� 13．7
11 モリトブイコール �7栗 60 大江原 圭石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 486－ 43：09．51� 99．2�
712 ツカサブレイブ 牡3青鹿58 佐久間寛志中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 470± 03：09．6� 8．4�
813 シゲルオウシザ 牡5栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 508± 03：10．87 28．1�

（13頭）
22 サンギルロイ 牡3鹿 58 蓑島 靖典加藤 信之氏 中野 栄治 日高 幾千世牧場 480＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 11，526，800円 複勝： 13，675，800円 枠連： 9，673，900円
馬連： 22，021，900円 馬単： 14，853，200円 ワイド： 14，343，500円
3連複： 37，493，100円 3連単： 53，329，700円 計： 176，917，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 1，350円 � 820円 枠 連（5－6） 1，810円

馬 連 �� 6，380円 馬 単 �� 8，780円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 1，890円 �� 19，770円

3 連 複 ��� 64，790円 3 連 単 ��� 268，500円

票 数

単勝票数 差引計 115268（返還計 340） 的中 � 45909（1番人気）
複勝票数 差引計 136758（返還計 561） 的中 � 44130（1番人気）� 1838（12番人気）� 3151（11番人気）
枠連票数 差引計 96739（返還計 2335） 的中 （5－6） 4129（7番人気）
馬連票数 差引計 220219（返還計 2415） 的中 �� 2672（21番人気）
馬単票数 差引計 148532（返還計 1404） 的中 �� 1268（29番人気）
ワイド票数 差引計 143435（返還計 2032） 的中 �� 1742（26番人気）�� 1986（22番人気）�� 183（74番人気）
3連複票数 差引計 374931（返還計 7908） 的中 ��� 434（134番人気）
3連単票数 差引計 533297（返還計 8674） 的中 ��� 144（558番人気）
上り 1マイル 1：50．3 4F 54．7－3F 40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドヴィーヴォ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．9．9 中山3着

2010．5．12生 �5黒鹿 母 ヴィヴァチッシモ 母母 バリアシオンバレイ 障害：8戦1勝 賞金 15，800，000円
〔競走除外〕 サンギルロイ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻3分遅延。



3004111月8日 雨 稍重 （27福島3）第4日 第5競走 ��
��1，700�サラブレッド系2歳

発走12時10分 （ダート・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
1：46．3
1：45．6

稍重
不良

35 ドミナドール 牡2鹿 55 津村 明秀本間 茂氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 476 ―1：49．2 30．9�
814 トウシンタイガー 牡2鹿 55

54 ☆松若 風馬�サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 514 ―1：49．52 2．5�
22 ロワノワール 牡2黒鹿55 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480 ―1：49．6クビ 6．7�
23 カハラブライド 牝2鹿 54 勝浦 正樹加藤正二郎氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458 ―1：50．66 3．7�
610 サ ジ タ リ オ 牡2鹿 55 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 大和田 成 浦河 畔高牧場 466 ―1：50．91� 26．6�
46 サトノシンゲキ 牡2鹿 55

52 ▲�島 克駿里見 治氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 494 ―1：51．53	 6．8	
47 オルデトワール 牡2鹿 55 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 平取 北島牧場 478 ―1：52．56 36．1

712 タケショウヘーレー 牡2鹿 55 石橋 脩�ナイト商事 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 444 ―1：52．6� 101．9�
34 ネイチャーコロナ 牡2黒鹿55 丸田 恭介井上 修一氏 浅野洋一郎 浦河 信岡牧場 486 ―1：53．45 21．9
713 ショウブバリキ 牡2鹿 55 嶋田 純次長塩 豊氏 菅原 泰夫 日高 長谷川 一男 440 ―1：53．72 67．7�
611 コスモアストロ 牡2栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 武田牧場 438 ―1：54．01� 34．9�
11 ホットアンドクール 牡2栗 55 小野寺祐太島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 540 ―1：58．2大差 77．7�
58 ワンダフルアース 牝2栗 54

51 ▲加藤 祥太 �スピードファーム和田正一郎 浦河 荻伏三好フ
アーム 444 ―2：00．2大差 94．1�

59 セルデューク 牡2栗 55 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 492 ―2：01．58 26．2�

815 ヤマニンスワンキー 牡2栗 55 菅原 隆一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 510 ― （競走中止） 23．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 14，864，200円 複勝： 15，564，900円 枠連： 11，483，000円
馬連： 28，573，100円 馬単： 18，347，100円 ワイド： 16，642，300円
3連複： 39，984，000円 3連単： 54，843，400円 計： 200，302，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，090円 複 勝 � 680円 � 140円 � 190円 枠 連（3－8） 1，940円

馬 連 �� 4，880円 馬 単 �� 15，740円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 2，710円 �� 460円

3 連 複 ��� 10，960円 3 連 単 ��� 111，060円

票 数

単勝票数 計 148642 的中 � 3844（9番人気）
複勝票数 計 155649 的中 � 4054（10番人気）� 38125（1番人気）� 21434（3番人気）
枠連票数 計 114830 的中 （3－8） 4585（8番人気）
馬連票数 計 285731 的中 �� 4530（15番人気）
馬単票数 計 183471 的中 �� 874（48番人気）
ワイド票数 計 166423 的中 �� 2054（22番人気）�� 1494（32番人気）�� 10211（4番人気）
3連複票数 計 399840 的中 ��� 2736（32番人気）
3連単票数 計 548434 的中 ��� 358（307番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．4―18．5―30．7―43．6―56．7―1：09．5―1：22．6―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．7
1
3
15，2（5，9，10）（3，11，14）（4，6）7，8＝1，13，12
15（2，10）（5，3）（14，6）－7，11－4－12＝8＝13－1－9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドミナドール �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2013．2．20生 牡2鹿 母 トラストトゲピー 母母 ミスクラブアップル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ホットアンドクール号は，枠入り不良。
〔競走中止〕 ヤマニンスワンキー号は，最後の直線コースで急に内側に逃避して内柵に衝突し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ヤマニンスワンキー号は，平成27年11月9日から平成27年11月29日まで出走停止。停止期間の満

了後に平地調教再審査。
〔その他〕 セルデューク号は，1コーナー通過後に前進気勢を欠いたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホットアンドクール号・ワンダフルアース号・セルデューク号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成27年12月8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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アイティターボ号・モンスターキング号

3004211月8日 雨 重 （27福島3）第4日 第6競走 ��1，200�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54�4歳以上55�
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

815 ダノンルージュ 牝5鹿 55
52 ▲加藤 祥太�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 466－ 41：10．9 3．7�

59 タカラジャンヌ 牝4鹿 55 村田 一誠村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 430± 01：11．11� 28．1�
23 ギンザヴィクトリア 牝3黒鹿54 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 434＋12 〃 クビ 23．8�
48 シェアザジョイフル 牝3鹿 54 丸山 元気 �グランデオーナーズ 高橋 康之 えりも 能登 浩 460－ 41：11．2� 2．3�
12 ディレットリーチェ 牝5栗 55 川須 栄彦飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B504－ 6 〃 クビ 84．9�
47 コスモエルデスト 牝4鹿 55 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 鳥井 征士 464－ 61：11．62� 6．5

714 ノーブルサイレンス 牝4青鹿55 杉原 誠人吉木 伸彦氏 松永 康利 新ひだか 城地 清満 438＋ 21：11．7� 282．4�
713� ムーンフライト 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也 	社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 480＋ 61：11．8� 16．1�
510 イ ロ リ 牝4鹿 55

52 ▲	島 克駿小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 466＋ 61：12．01 62．5
816� ライトフェアリー 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 492＋ 5 〃 アタマ 11．2�
35 チェネレントラ 牝5鹿 55 中谷 雄太 	社台レースホース奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋121：12．1
 43．7�
11 ナリノネーヴェ 牝3芦 54

52 △城戸 義政成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 412＋ 61：12．2クビ 76．0�
24 イーグルアモン 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B454± 01：12．41� 16．3�
612 デイドリーム 牝3栗 54 難波 剛健三田 昌宏氏 高橋 義忠 新冠 森 牧場 486＋ 41：12．61� 30．8�
36 � ウ ー マ ン 牝3青鹿54 中井 裕二栗本 博晴氏 大江原 哲 日高 加藤牧場 456＋ 81：12．81� 201．0�
611� スズプリンセス 牝4鹿 55 大野 拓弥小紫 嘉之氏 伊藤 正徳 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 460－ 51：13．12 101．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，839，000円 複勝： 17，895，000円 枠連： 12，730，500円
馬連： 32，258，700円 馬単： 16，997，800円 ワイド： 19，410，400円
3連複： 44，790，800円 3連単： 60，612，400円 計： 221，534，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 520円 � 520円 枠 連（5－8） 2，830円

馬 連 �� 4，030円 馬 単 �� 5，630円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 1，390円 �� 3，960円

3 連 複 ��� 17，150円 3 連 単 ��� 68，340円

票 数

単勝票数 計 168390 的中 � 35649（2番人気）
複勝票数 計 178950 的中 � 31260（2番人気）� 7918（7番人気）� 7941（6番人気）
枠連票数 計 127305 的中 （5－8） 3482（10番人気）
馬連票数 計 322587 的中 �� 6196（14番人気）
馬単票数 計 169978 的中 �� 2262（20番人気）
ワイド票数 計 194104 的中 �� 4269（13番人気）�� 3632（15番人気）�� 1229（36番人気）
3連複票数 計 447908 的中 ��� 1958（53番人気）
3連単票数 計 606124 的中 ��� 643（191番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―12．0―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．9―46．9―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．0
3 12（13，16）（6，8，10）（5，7，14，15）11（2，9）1，3，4 4 ・（12，13，16）（8，10，14，15）6（7，9）（5，3）（2，11）1，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンルージュ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．4．20 京都2着

2010．5．18生 牝5鹿 母 フォトジェニー 母母 ブルーラスター 20戦3勝 賞金 38，170，000円
〔制裁〕 ダノンルージュ号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※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 シゲルハナガサ号
（非抽選馬） 1頭 ラドゥガ号



3004311月8日 雨 重 （27福島3）第4日 第7競走 ��2，600�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

33 プロレタリアト 牝4鹿 55 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 434－ 22：45．6 7．2�
811 ラウレアブルーム 牡3鹿 55

52 ▲�島 克駿横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 488＋ 82：45．7� 3．2�
22 マンオブグァテマラ 牡4芦 57 横山 和生吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 478－ 6 〃 クビ 46．6�
79 ウインブルーローズ 牡3鹿 55 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 478＋ 22：45．8クビ 7．6�
812 クラシックエース 牡3鹿 55 丸山 元気 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 430－ 42：45．9� 2．8	
55 ナンヨーテンプル 牡3黒鹿55 大野 拓弥中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 490＋142：46．0� 9．3

68 サンドラバローズ 牝4鹿 55 丸田 恭介猪熊 広次氏 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 414－ 42：46．31	 21．0�
56 スズカローラー 牝4鹿 55

52 ▲加藤 祥太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 468＋182：46．51� 13．7�
44 ツクバインドラ 牡5鹿 57

54 ▲井上 敏樹吉橋 計氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B458－ 82：47．35 39．8

710 アドマイヤアース 牡4栗 57 勝浦 正樹近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 486＋242：47．62 56．0�
11 アグネスウォーズ 牡3鹿 55 国分 恭介渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 516－ 42：48．45 104．3�
67 
 ピ ー キ ー 牡4鹿 57 中谷 雄太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 486＋ 62：49．25 34．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 14，639，400円 複勝： 17，028，100円 枠連： 10，489，600円
馬連： 27，443，900円 馬単： 16，814，700円 ワイド： 17，215，900円
3連複： 37，352，200円 3連単： 56，884，300円 計： 197，868，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 210円 � 160円 � 590円 枠 連（3－8） 460円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，030円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 7，420円 3 連 単 ��� 47，620円

票 数

単勝票数 計 146394 的中 � 16208（3番人気）
複勝票数 計 170281 的中 � 21764（3番人気）� 34665（1番人気）� 5559（8番人気）
枠連票数 計 104896 的中 （3－8） 17413（1番人気）
馬連票数 計 274439 的中 �� 19790（2番人気）
馬単票数 計 168147 的中 �� 4989（8番人気）
ワイド票数 計 172159 的中 �� 11324（2番人気）�� 2061（25番人気）�� 2308（21番人気）
3連複票数 計 373522 的中 ��� 3775（30番人気）
3連単票数 計 568843 的中 ��� 866（167番人気）

ハロンタイム 13．3―12．7―13．2―13．0―13．2―12．1―12．5―12．7―12．7―12．4―12．5―12．3―13．0

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�
13．3―26．0―39．2―52．2―1：05．4―1：17．5―1：30．0―1：42．7―1：55．4―2：07．8―2：20．3―2：32．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プロレタリアト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．2．18 東京8着

2011．3．1生 牝4鹿 母 ア ガ ル タ 母母 ブロードアピール 11戦2勝 賞金 18，300，000円
〔その他〕 アグネスウォーズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アグネスウォーズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年12月8日まで出走できない。

3004411月8日 小雨 重 （27福島3）第4日 第8競走 1，150�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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 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 テイエムシャンパン 牡3芦 56 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 476± 01：08．8 8．2�
35 メイショウタラチネ 牝3黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 482＋16 〃 アタマ 9．8�
510 マ ー シ レ ス 牡4栗 57

55 △義 英真窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 458－ 81：09．43� 2．8�
12 � ハ ル コ マ チ 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也髙橋 治夫氏 星野 忍 新冠 中本牧場 B474－161：09．5� 23．1�
23 ア ン ミ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 470＋ 21：09．6クビ 9．5�
48 � スズカプリオール 牡4鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B488－ 61：09．81 91．0�
816� ステラルーチェ 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太池田 草龍氏 高橋 祥泰 新ひだか 三石ファーム 472＋ 6 〃 ハナ 21．1	
24 オージーアイドル 牝3鹿 54 原田 和真窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 21．8

815 タガノビーンズ 牝4鹿 55

54 ☆松若 風馬八木 秀之氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 424－ 21：09．9クビ 4．2�

59 � ビコーミハイル 牡6鹿 57
55 △城戸 義政�レジェンド 柴田 光陽 新ひだか 山口 修二 486＋ 8 〃 クビ 18．1

36 ファイアフライ 牝3栗 54 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452＋ 81：10．0クビ 89．9�

714 レディーピンク 牝5鹿 55 小野寺祐太小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 460－ 41：10．1� 14．6�
47 � エムオーマジック 牡3青鹿56 嶋田 純次大浅 貢氏 尾形 和幸 むかわ 貞広 賢治 478＋101：10．31� 177．1�
713 レッドクラリス 牝4栗 55 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 462－ 41：10．4� 79．8�
612 ワンラヴワンハート 牡3青鹿 56

53 ▲�島 克駿山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 492－ 4 〃 ハナ 43．1�
611 ブラックショコラ 牝3黒鹿54 中井 裕二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 B460± 01：11．03� 93．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，557，800円 複勝： 21，849，400円 枠連： 11，927，700円
馬連： 38，732，700円 馬単： 20，928，300円 ワイド： 23，261，200円
3連複： 54，562，300円 3連単： 71，733，400円 計： 260，552，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 230円 � 290円 � 150円 枠 連（1－3） 2，300円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 5，550円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 620円 �� 790円

3 連 複 ��� 4，740円 3 連 単 ��� 27，010円

票 数

単勝票数 計 175578 的中 � 17001（3番人気）
複勝票数 計 218494 的中 � 23067（3番人気）� 16594（6番人気）� 45715（1番人気）
枠連票数 計 119277 的中 （1－3） 4011（10番人気）
馬連票数 計 387327 的中 �� 10075（10番人気）
馬単票数 計 209283 的中 �� 2828（20番人気）
ワイド票数 計 232612 的中 �� 5134（13番人気）�� 9991（2番人気）�� 7600（5番人気）
3連複票数 計 545623 的中 ��� 8624（8番人気）
3連単票数 計 717334 的中 ��� 1925（54番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―10．9―12．1―12．4―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．3―31．2―43．3―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムシャンパン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Spinning World デビュー 2014．11．8 福島3着

2012．4．18生 牡3芦 母 キヘイタウン 母母 Summertown 9戦2勝 賞金 16，250，000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 テイア号



3004511月8日 雨 重 （27福島3）第4日 第9競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�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
1：57．3
1：56．1

良
良

24 ウインアキレア 牝3鹿 53 丹内 祐次�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 450－ 62：03．5 5．2�
35 ピンクブーケ 牝3鹿 53 勝浦 正樹 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 482＋14 〃 クビ 5．8�
815 ウインティアラ 牝3鹿 53

50 ▲井上 敏樹�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 420＋ 22：03．82 11．6�
713 エヴァンジル 牝3黒鹿53 津村 明秀岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 474＋ 62：03．9� 46．6�
611 ウインステージ 牝4栗 55 黛 弘人�ウイン 池上 昌和 新冠 コスモヴューファーム 388± 02：04．0クビ 197．4	
11 リッチガール 牝3栗 53

50 ▲�島 克駿吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464± 02：04．21� 3．6


510 ティックルゴールド 牝4鹿 55
54 ☆松若 風馬 �シルクレーシング 田島 俊明 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋12 〃 クビ 5．3�
48 ムードスウィングス 牝4黒鹿55 長岡 禎仁 �サンデーレーシング 竹内 正洋 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－122：04．3� 37．3�
36 コアレスフェーブル 牝3鹿 53

50 ▲木幡 初也小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 426－ 42：04．4クビ 40．1
47 コスモメリー 牝4鹿 55 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 444－ 62：04．71	 14．1�
59 コスモチョコレイ 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 浦河 高岸 順一 458＋ 62：04．8	 47．3�
612 テイエムサンビカ 牝4青鹿 55

53 △義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 帰山 清貴 468－102：05．12 20．7�
714 テセラレフィナード 牝3鹿 53 村田 一誠木村 直樹氏 天間 昭一 新冠 大狩部牧場 456－10 〃 クビ 23．3�
816 テイエムフタエマル 牝3鹿 53

50 ▲伴 啓太竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 474－10 〃 ハナ 14．2�
12 エスターブレ 牝5栗 55 川須 栄彦草野 仁氏 池上 昌和 新ひだか 千代田牧場 B462－102：05．73� 165．7�
23 マ ラ ケ シ ュ 牝3青鹿53 杉原 誠人片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 B470± 02：10．0大差 199．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，719，300円 複勝： 26，461，500円 枠連： 15，427，300円
馬連： 50，594，900円 馬単： 26，087，700円 ワイド： 29，059，500円
3連複： 75，953，400円 3連単： 96，624，700円 計： 343，928，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 270円 � 320円 枠 連（2－3） 1，780円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，000円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 9，000円 3 連 単 ��� 43，810円

票 数

単勝票数 計 237193 的中 � 36327（2番人気）
複勝票数 計 264615 的中 � 39691（2番人気）� 24729（4番人気）� 19591（6番人気）
枠連票数 計 154273 的中 （2－3） 6715（8番人気）
馬連票数 計 505949 的中 �� 16773（7番人気）
馬単票数 計 260877 的中 �� 4088（12番人気）
ワイド票数 計 290595 的中 �� 8735（6番人気）�� 7535（8番人気）�� 3807（23番人気）
3連複票数 計 759534 的中 ��� 6325（21番人気）
3連単票数 計 966247 的中 ��� 1599（113番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―34．9―47．6―1：00．4―1：13．4―1：26．5―1：38．9―1：51．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．0
1
3
3－14－16，9－（4，12）－（6，10）15（1，7）（2，11）5，13，8・（3，14，16）（9，4）－（6，12）（10，15）（1，7）（11，5）（2，13）－8

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

勝馬の
紹 介

ウインアキレア �
�
父 コンデュイット �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2014．6．15 阪神3着

2012．3．7生 牝3鹿 母 コスモヴァレンチ 母母 イブキローマン 15戦2勝 賞金 33，945，000円
〔発走状況〕 コアレスフェーブル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マラケシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月8日まで平地競走に

出走できない。

3004611月8日 雨 重 （27福島3）第4日 第10競走 ��1，700�
だ て

伊 達 特 別
発走14時50分 （ダート・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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

66 レッツゴースター 牡3栗 55 嘉藤 貴行�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 458－ 41：46．2 5．1�
77 ディプロイディ 牡3黒鹿55 大野 拓弥加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 552－ 2 〃 ハナ 18．7�
11 シャークベイ 牡4青鹿57 勝浦 正樹 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 506－ 61：46．62� 3．4�
55 オアフライダー 牡5鹿 57 丸山 元気 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 タバタファーム 486＋ 41：46．81 37．7�
810 ディグニファイド 牡3栗 55 松若 風馬 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B532± 01：47．12 3．8	
89 マイネルヴェッケン 牡3鹿 55 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新ひだか 大平牧場 498－ 4 〃 ハナ 50．9

78 ジェイケイニュース 牡4栗 57 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 474± 01：47．31� 11．3�
22 マイネルネッツ 牡3鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 486＋ 81：47．51� 7．7�
44 カナラズカナラズ 牝3鹿 53 津村 明秀小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 454＋ 41：49．09 5．9
33 パパラヴズマンボ 牝3青鹿53 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 430± 01：49．32 54．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 20，780，300円 複勝： 25，613，900円 枠連： 11，424，500円
馬連： 47，420，700円 馬単： 26，965，200円 ワイド： 25，742，300円
3連複： 63，825，500円 3連単： 106，449，100円 計： 328，221，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 330円 � 140円 枠 連（6－7） 2，160円

馬 連 �� 4，490円 馬 単 �� 7，110円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 360円 �� 980円

3 連 複 ��� 4，900円 3 連 単 ��� 30，880円

票 数

単勝票数 計 207803 的中 � 32396（3番人気）
複勝票数 計 256139 的中 � 43850（2番人気）� 14739（7番人気）� 55943（1番人気）
枠連票数 計 114245 的中 （6－7） 4095（12番人気）
馬連票数 計 474207 的中 �� 8172（18番人気）
馬単票数 計 269652 的中 �� 2843（29番人気）
ワイド票数 計 257423 的中 �� 4277（18番人気）�� 20387（2番人気）�� 6460（14番人気）
3連複票数 計 638255 的中 ��� 9754（21番人気）
3連単票数 計1064491 的中 ��� 2499（116番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―11．4―12．0―12．6―12．7―13．1―12．8―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―29．7―41．7―54．3―1：07．0―1：20．1―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッツゴースター �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2015．4．5 中山14着

2012．3．17生 牡3栗 母 ベストフューチャー 母母 オリミツキネン 7戦2勝 賞金 17，771，000円
〔制裁〕 オアフライダー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50，000円。



3004711月8日 雨 重 （27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25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 16，300，000円 6，500，000円 4，100，000円 2，400，000円 1，630，000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
1：07．0
1：06．5

良
良

59 ゴールドペガサス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 460＋ 41：09．8 8．0�
510 アットウィル 牡5栗 57 �島 克駿宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 496－ 21：10．01	 6．3�
23 ペイシャフェリス 牝4鹿 55 大野 拓弥北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 452± 01：10．21
 19．7�
36 カシノワルツ 牝5黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B450± 01：10．3
 19．1�
11 ブルーストーン 牝4黒鹿55 黛 弘人 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 470＋ 61：10．62 19．5�
47 マルヨバクシン 牝3栗 54 川須 栄彦野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 488＋ 2 〃 ハナ 3．7	
35 サ ザ ナ ミ 牝3鹿 54 石橋 脩 
グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 402＋ 2 〃 クビ 6．2�
48 アドマイヤナイト 牝3栗 54 津村 明秀近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 422－ 41：10．7クビ 9．2�
611 スピードルーラー �6鹿 57 勝浦 正樹嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 B488－101：10．8
 24．9
713 ブライトチェリー 牝5芦 55 大庭 和弥 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 474－ 4 〃 クビ 61．1�
714 アブマーシュ 牝6鹿 55 丸山 元気伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 486－ 4 〃 アタマ 13．1�
12 モンマックス 牡5鹿 57 国分 恭介�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 522＋ 8 〃 ハナ 29．5�
24 ヤ マ ノ レ オ �5栗 57 長岡 禎仁節 英司氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 490－ 21：10．9クビ 86．0�
815 サ ン グ ラ ス 牡4青鹿57 丸田 恭介玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B500± 0 〃 ハナ 17．2�
816 ユキノアイオロス �7鹿 57 松若 風馬井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 81：11．43 23．7�
612� エンプレスラブ 牝6黒鹿55 義 英真 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 528＋ 41：11．93 222．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，653，000円 複勝： 62，530，200円 枠連： 43，289，800円
馬連： 173，671，000円 馬単： 72，917，600円 ワイド： 72，834，700円
3連複： 250，786，200円 3連単： 344，398，500円 計： 1，063，081，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 270円 � 230円 � 600円 枠 連（5－5） 2，300円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，440円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 15，010円 3 連 単 ��� 74，770円

票 数

単勝票数 計 426530 的中 � 42514（4番人気）
複勝票数 計 625302 的中 � 63509（4番人気）� 77779（2番人気）� 23292（11番人気）
枠連票数 計 432898 的中 （5－5） 14556（10番人気）
馬連票数 計1736710 的中 �� 59941（6番人気）
馬単票数 計 729176 的中 �� 14293（9番人気）
ワイド票数 計 728347 的中 �� 23206（6番人気）�� 7515（33番人気）�� 9533（22番人気）
3連複票数 計2507862 的中 ��� 12524（50番人気）
3連単票数 計3443985 的中 ��� 3339（228番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．5―11．7―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．3―46．0―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 ・（1，3）9（5，4，10）（7，8）（2，12，15，13）（6，11，16）14 4 ・（1，3）9（5，10）（2，4，13）7（6，8）（11，15）（12，16）14

勝馬の
紹 介

ゴールドペガサス �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2014．10．26 福島1着

2012．4．19生 牡3鹿 母 フォーモーション 母母 スルーシーツー 10戦4勝 賞金 59，694，000円
〔発走状況〕 スピードルーラー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スピードルーラー号は，平成27年11月9日から平成27年12月8日まで出走停止。停止期間の満了

後に開催競馬場で発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 エリーティアラ号・シャトルアップ号・タガノミューチャン号・マジックシャトル号・レッドキャンティー号

3004811月8日 曇 重 （27福島3）第4日 第12競走 ��1，800�
に し ご う

西 郷 特 別
発走16時00分 （芝・右）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
西郷村長賞（1着）

賞 品
本 賞 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

36 � ブルーホール 牡4青鹿57 横山 和生�Basic 池上 昌和 新冠 佐藤 信広 450－ 81：51．4 86．4�
816 サトノスティング 牡4青鹿57 松若 風馬里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 456－ 2 〃 アタマ 2．9�
48 サダムロードショー 牡5鹿 57 石橋 脩大西 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 456± 0 〃 クビ 15．4�
47 セルバンテス 牡4黒鹿57 加藤 祥太 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 434－121：51．5クビ 9．5�
612 テーオービックバン 牡4栗 57 城戸 義政小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B490－ 4 〃 アタマ 5．4	
713 アートフェスタ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 506－ 81：51．6� 10．1

24 フォルシャー 牡4栗 57 中谷 雄太 �社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 476± 0 〃 クビ 14．4�
35 マイネルネーベル 牡3鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 21：51．7クビ 6．2�
23 コスモアルヘナ 牡3青鹿55 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 466＋ 41：51．8� 18．4
714 アイファーサンディ 牡3鹿 55 藤懸 貴志中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 464＋ 41：51．9� 291．3�
611 トミケンスラーヴァ 牡5鹿 57 丸山 元気冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 504＋ 6 〃 ハナ 23．2�
815 ゴーントレット 牡3黒鹿55 �島 克駿寺田 寿男氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B496＋ 6 〃 ハナ 29．9�
59 スカーレットデビル 牡3鹿 55 丸田 恭介片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 468－ 21：52．21	 24．3�
510 アグネスヴェルテュ 牡4鹿 57 国分 恭介渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 480＋ 21：52．3	 94．9�
12 アフェクシオン 牝3鹿 53 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 436± 01：52．72� 164．3�
11 タルトオポム 牡4黒鹿57 村田 一誠窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 442－ 41：53．12� 35．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，107，300円 複勝： 47，501，000円 枠連： 26，891，800円
馬連： 93，177，000円 馬単： 42，843，500円 ワイド： 46，581，100円
3連複： 129，900，500円 3連単： 183，377，200円 計： 605，379，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，640円 複 勝 � 1，430円 � 170円 � 330円 枠 連（3－8） 1，000円

馬 連 �� 19，460円 馬 単 �� 50，600円

ワ イ ド �� 5，850円 �� 12，510円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 86，290円 3 連 単 ��� 836，150円

票 数

単勝票数 計 351073 的中 � 3249（13番人気）
複勝票数 計 475010 的中 � 6606（13番人気）� 96767（1番人気）� 35355（6番人気）
枠連票数 計 268918 的中 （3－8） 20689（3番人気）
馬連票数 計 931770 的中 �� 3710（59番人気）
馬単票数 計 428435 的中 �� 635（130番人気）
ワイド票数 計 465811 的中 �� 2026（60番人気）�� 941（81番人気）�� 9812（11番人気）
3連複票数 計1299005 的中 ��� 1129（215番人気）
3連単票数 計1833772 的中 ��� 159（1614番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．0―49．8―1：02．6―1：15．0―1：27．1―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ブルーホール �
�
父 Harlan’s Holiday �

�
母父 Dubai Destination

2011．4．4生 牡4青鹿 母 シャディーナ 母母 Shamadara 20戦1勝 賞金 21，965，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 セルバンテス号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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。
（非抽選馬） 1頭 ヤマニンエルフィン号

３レース目



（27福島3）第4日 11月8日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重

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

178，450，000円
1，060，000円
6，980，000円
1，690，000円
16，140，000円
61，843，000円
5，254，600円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
245，496，800円
325，010，800円
177，882，800円
605，112，500円
312，017，400円
317，769，600円
866，917，300円
1，218，249，600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 4，068，456，800円

総入場人員 9，287名 （有料入場人員 7，315名）
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