
3103711月12日 曇 良 （29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

12 ガ ウ ル 牡2鹿 55
54 ☆加藤 祥太吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 480＋121：10．2 2．7�
35 ヴォルフスブルク 牡2芦 55

52 ▲菊沢 一樹 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 446＋ 81：10．62� 9．3�
815 ロードネプチューン 牡2青鹿 55

53 △伴 啓太 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 日高 道見牧場 B466＋ 41：10．7クビ 17．1�
816 コスモビスティー 牡2鹿 55 黛 弘人岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 470＋ 2 〃 アタマ 2．4�
510 メイショウアキツ 牡2黒鹿55 吉田 豊松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 446－10 〃 クビ 16．1	
714 テイエムボンバー 牡2黒鹿 55

52 ▲川又 賢治竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 484＋ 81：11．12� 9．7

47 ケ ル ー ス 牡2黒鹿55 松岡 正海橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 488± 01：12．27 93．9�
611 トニーファイブ 牡2黒鹿55 長岡 禎仁トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 456＋121：12．41� 375．3�
24 タベテスグネル 牡2黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子福田 光博氏 根本 康広 浦河 野表 俊一 468＋ 41：12．5� 48．5
48 ゴルゴンゾーラ 牝2鹿 54 西田雄一郎内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 前川 隆範 410＋ 21：12．6クビ 317．2�
11 ストリングス 牡2栗 55

54 ☆木幡 初也 �スピードファーム武藤 善則 新冠 スピードフアーム 412－ 8 〃 ハナ 256．9�
59 カガプラナス 牝2鹿 54 菱田 裕二香川 憲次氏 萱野 浩二 日高 山際 辰夫 412± 01：13．02� 71．4�
23 アーコサンティ 牝2青鹿 54

53 ☆木幡 巧也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 長田ファーム 446± 01：13．32 169．7�
36 ピ リ リ 牝2鹿 54

51 ▲横山 武史今中 俊平氏 田島 俊明 新ひだか 増本牧場 414＋101：14．47 65．5�
612 タマモバレッタ 牝2青鹿 54

51 ▲富田 暁タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 392－ 41：15．14 59．6�
713 ミンミンレジーナ 牝2鹿 54 水口 優也グリーンスウォード崎山 博樹 新ひだか 高橋フアーム 424＋ 81：16．48 104．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，621，300円 複勝： 24，466，000円 枠連： 10，356，000円
馬連： 34，815，100円 馬単： 19，558，800円 ワイド： 22，732，800円
3連複： 53，657，700円 3連単： 68，954，100円 計： 252，161，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 180円 � 250円 � 360円 枠 連（1－3） 1，460円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 540円 �� 940円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 5，150円 3 連 単 ��� 13，590円

票 数

単勝票数 計 176213 的中 � 52958（2番人気）
複勝票数 計 244660 的中 � 40957（2番人気）� 25478（3番人気）� 15076（6番人気）
枠連票数 計 103560 的中 （1－3） 5477（7番人気）
馬連票数 計 348151 的中 �� 18641（6番人気）
馬単票数 計 195588 的中 �� 7384（6番人気）
ワイド票数 計 227328 的中 �� 11376（5番人気）�� 6136（9番人気）�� 4502（13番人気）
3連複票数 計 536577 的中 ��� 7807（16番人気）
3連単票数 計 689541 的中 ��� 3676（43番人気）

ハロンタイム 9．4―10．9―11．7―12．5―12．6―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．3―32．0―44．5―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．2
3 2（13，16，15）5，14（1，12）（6，10）（7，9）（4，11）（3，8） 4 2，16－（5，15）14（13，10）1，12，7（6，9，11）（4，8）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ガ ウ ル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Dansili デビュー 2017．10．7 京都8着

2015．5．12生 牡2鹿 母 カ ブ リ オ レ 母母 Arabesque 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 コスモビスティー号の騎手黛弘人は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：15番・14番・12

番・11番・10番）
〔その他〕 タマモバレッタ号は，発走後まもなく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〕 ピリリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月12日まで平地競走に出

走できない。
ミンミンレジーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月12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。
（非抽選馬） 2頭 サノノヒカリ号・ロトヴィーナス号

3103811月12日 曇 良 （29福島3）第4日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走10時15分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

23 シトロプシス 牝4鹿 55
52 ▲藤田菜七子 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 468－ 61：46．8 9．1�

22 カリーニョミノル 牝3鹿 53 戸崎 圭太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 6 〃 ハナ 1．8�
611 アドマイヤウイング 牝6鹿 55 北村 友一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 クビ 8．6�
712 アルセナーレ 牝4鹿 55 吉田 豊 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 516－ 81：46．9クビ 6．3�
58 スノードリーム 牝4芦 55 菱田 裕二三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム 454± 01：47．11� 19．6	
815 エ レ メ ン ツ 牝4黒鹿 55

54 ☆坂井 瑠星 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 522＋ 61：47．41� 5．9


713 シ ト ロ ン 牝4鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 B452－ 21：47．93 397．5�
610 モアアピール 牝5芦 55 黛 弘人�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 480－ 8 〃 クビ 199．2�
35 ピ カ ロ 牝3鹿 53 秋山真一郎山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 大狩部牧場 454－ 61：48．21� 27．1
59 スマイルメロディー 牝3栗 53

52 ☆木幡 初也堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 428＋ 61：48．3� 55．8�
34 � マジカルウインド 牝4黒鹿55 津村 明秀村野 康司氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 B468－ 61：48．62 38．7�
46 ティーゲット 牝4栗 55

54 ☆城戸 義政深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 470＋141：48．7クビ 130．3�
814 ヤマニンシレーナ 牝3黒鹿 53

50 ▲菊沢 一樹土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 448－ 4 〃 アタマ 75．3�
11 リオファンク 牝3鹿 53

50 ▲横山 武史阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 堤 牧場 476－ 61：49．12� 296．1�
47 � トーホウボニータ 牝3芦 53 西田雄一郎東豊物産� 武藤 善則 新ひだか 前川 正美 424＋ 2 〃 ハナ 343．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，615，800円 複勝： 26，529，700円 枠連： 9，884，700円
馬連： 32，577，900円 馬単： 17，607，200円 ワイド： 21，852，400円
3連複： 47，519，800円 3連単： 59，216，400円 計： 236，803，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 200円 � 120円 � 170円 枠 連（2－2） 850円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 430円 �� 930円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 8，850円

票 数

単勝票数 計 216158 的中 � 18872（5番人気）
複勝票数 計 265297 的中 � 26612（5番人気）� 77860（1番人気）� 34681（3番人気）
枠連票数 計 98847 的中 （2－2） 8965（4番人気）
馬連票数 計 325779 的中 �� 27982（4番人気）
馬単票数 計 176072 的中 �� 6827（6番人気）
ワイド票数 計 218524 的中 �� 13050（4番人気）�� 5441（11番人気）�� 19888（2番人気）
3連複票数 計 475198 的中 ��� 24075（3番人気）
3連単票数 計 592164 的中 ��� 4848（18番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―12．1―12．8―12．9―12．5―12．8―12．7―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―30．1―42．9―55．8―1：08．3―1：21．1―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
12，15，8，6，1（5，11）4，9，2（7，10）（3，13）－14
12（15，5）（8，4，11）（6，10）2－（1，9，3）（7，13）14

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

勝馬の
紹 介

シトロプシス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2016．2．20 東京2着

2013．5．8生 牝4鹿 母 ラピッドオレンジ 母母 オレンジピール 13戦2勝 賞金 22，000，000円

第３回 福島競馬 第４日

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



3103911月12日 曇 良 （29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40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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

11 ナンヨープルートー 牡3鹿 55 北村 友一中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 498－161：46．3 6．6�
58 ティモシーブルー 牡3鹿 55

52 ▲富田 暁中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 信成牧場 494＋ 61：46．4� 3．8�
47 ダンツエンペラー 牡4鹿 57

54 ▲菊沢 一樹山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 466－ 41：46．61 15．5�
814 オウケンスターダム 牡3鹿 55 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 480＋ 61：47．13 14．3�
713 シアワセデス 牝4鹿 55 中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 488－ 6 〃 クビ 69．3�
712 グランセノーテ 牡4栗 57 津村 明秀安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 528－ 6 〃 ハナ 5．0�
59 ランプルール 牡3黒鹿55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 アタマ 3．1	
23 ハトマークエース 牡5黒鹿57 A．シュタルケ 山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 484＋ 61：47．2クビ 23．1


（独）

46 モンサンアルナイル �4栗 57 丹内 祐次山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 B508－ 81：48．47 22．0�
611	 ビービーアルボーレ 牡3青鹿55 松岡 正海�坂東牧場 中舘 英二 平取 坂東牧場 486＋ 4 〃 クビ 297．1
34 オンワードハンター 牡6鹿 57

54 ▲藤田菜七子樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 472－ 21：48．5クビ 23．3�
610 スーパーブレイク 牡3黒鹿55 吉田 隼人堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 464－ 41：48．6� 50．4�
815 ノーフェイト 牝5栗 55 酒井 学ディアレストクラブ� 栗田 徹 浦河 小島牧場 468－ 21：48．91� 197．6�
35 メイクグローリー 牡3栗 55

54 ☆木幡 巧也ライオンレースホース� 西村 真幸 浦河 絵笛牧場 480－ 61：50．28 83．2�
22 ヒラボクメジャー 牡3栗 55 長岡 禎仁�平田牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 B486＋ 21：50．62
 292．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，470，600円 複勝： 30，824，400円 枠連： 10，145，600円
馬連： 35，769，400円 馬単： 17，897，100円 ワイド： 24，960，500円
3連複： 49，312，400円 3連単： 61，382，700円 計： 251，762，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 160円 � 290円 枠 連（1－5） 700円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，230円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 19，140円

票 数

単勝票数 計 214706 的中 � 25879（4番人気）
複勝票数 計 308244 的中 � 39040（4番人気）� 56576（1番人気）� 23764（5番人気）
枠連票数 計 101456 的中 （1－5） 11133（2番人気）
馬連票数 計 357694 的中 �� 22264（4番人気）
馬単票数 計 178971 的中 �� 4960（9番人気）
ワイド票数 計 249605 的中 �� 12416（3番人気）�� 4997（16番人気）�� 9180（5番人気）
3連複票数 計 493124 的中 ��� 9678（9番人気）
3連単票数 計 613827 的中 ��� 2325（44番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―30．3―42．8―55．7―1：08．0―1：20．4―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．3
1
3
2（6，8）7（9，12）－（5，13）（1，3，10）15－11，14－4・（6，8）12（7，9，10）2（13，3）（1，15）（5，14）（11，4）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナンヨープルートー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 High Chaparral デビュー 2016．11．6 京都3着

2014．4．7生 牡3鹿 母 ハイカックウ 母母 オブザーヴァント 12戦2勝 賞金 24，816，000円
〔制裁〕 グランセノーテ号の騎手津村明秀は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・7番・5番）

ビービーアルボーレ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※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 アイファーマグオー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3104011月12日 曇 良 （29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10分（番組第5競走を順序変更） （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� 基準タイム2：57．4良

33 コスモアルヘナ 牡5青鹿60 石神 深一 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 浦河 昭和牧場 482－ 43：02．6 1．5�
710 ブルベアリンクス 牡3黒鹿58 植野 貴也 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 新ひだか 高橋 義浩 464－ 83：03．66 5．9�
55 フ ィ エ ル テ 牝5鹿 58 中村 将之�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498＋ 83：03．92 21．1�
22 レジェンドパワー �5黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 444＋ 63：04．11� 11．3�
11 � マーズアタック 牝4栗 58 小野寺祐太島川 	哉氏 柴田 政人 浦河 バンブー牧場 460－ 43：04．52� 29．8

67 ドゥドゥドゥ 牡4青鹿60 黒岩 悠�ターフ・スポート坂口 正則 日高 モリナガファーム 468－ 23：04．6� 9．8�
812 シゲルスズキ 牡4栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 506＋ 23：05．13 9．9�
44 カリスマフォンテン 牝4鹿 58 草野 太郎吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 520± 03：08．3大差 105．0
79 ブラスロック 牡4鹿 60 五十嵐雄祐金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 478－ 43：08．83 63．1�
811 ブライトインベガス 牡3黒鹿58 高野 和馬島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 484－ 83：09．01� 125．9�
68 ビーハッピー 牡3鹿 58 蓑島 靖典�ミルファーム 伊藤 正徳 様似 富田 恭司 472± 03：10．8大差 46．8�
56 � イナフイズイナフ 牡4鹿 60 上野 翔小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 田中 裕之 516＋ 4 （競走中止） 111．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，279，200円 複勝： 15，402，000円 枠連： 6，731，100円
馬連： 22，548，500円 馬単： 15，158，300円 ワイド： 15，353，400円
3連複： 35，868，500円 3連単： 60，948，000円 計： 186，289，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 320円 枠 連（3－7） 480円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 250円 �� 670円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 7，650円

票 数

単勝票数 計 142792 的中 � 74061（1番人気）
複勝票数 計 154020 的中 � 53983（1番人気）� 26045（2番人気）� 7211（7番人気）
枠連票数 計 67311 的中 （3－7） 10670（1番人気）
馬連票数 計 225485 的中 �� 32809（1番人気）
馬単票数 計 151583 的中 �� 15339（1番人気）
ワイド票数 計 153534 的中 �� 18431（1番人気）�� 5515（8番人気）�� 2327（16番人気）
3連複票数 計 358685 的中 ��� 9971（8番人気）
3連単票数 計 609480 的中 ��� 5773（18番人気）
上り 1マイル 1：47．0 4F 51．8－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモアルヘナ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．1．31 東京3着

2012．4．30生 牡5青鹿 母 アサンブラージュ 母母 サークルメモリー 障害：2戦1勝 賞金 9，800，000円
〔競走中止〕 イナフイズイナフ号は，競走中に異常歩様となったため2周目1号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 イナフイズイナフ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査〔障害調教を含む〕。



3104111月12日 曇 良 （29福島3）第4日 第5競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走12時00分（番組第4競走を順序変更） （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� 基準タイム2：57．4良

44 � ジュールドトネール 牡7青鹿60 小野寺祐太吉田 和美氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 496－ 63：02．1 1．5�
66 キャプテンロブロイ 牡4青鹿60 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 512＋ 63：03．37 7．3�
33 � アサクサゴールド 牡7黒鹿60 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 464－ 43：03．93� 7．9�
11 アスタキサンチン 牝5栗 58 中村 将之三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B464± 03：04．11 37．9�
810 メジャースターダム �4栗 60 上野 翔伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 556± 0 〃 クビ 51．9�
55 メイショウゴウキ �3黒鹿58 田村 太雅松本 和子氏 沖 芳夫 安平 	橋本牧場 480± 03：04．63 27．9	
89 ボ ル ド ネ ス �5鹿 60 草野 太郎
G1レーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 502± 03：05．98 10．2�
77 � フィールドシャルム 牡4鹿 60 山本 康志岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 480－ 83：12．3大差 13．0�
22 ベストサポーター 牡4青鹿60 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 524－ 6 （競走中止） 16．3
78 セフティーエムアイ 牡6鹿 60 黒岩 悠池田 實氏 目野 哲也 日高 沖田牧場 472＋ 4 （競走中止） 29．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 15，301，900円 複勝： 18，906，400円 枠連： 6，098，400円
馬連： 22，613，100円 馬単： 17，765，200円 ワイド： 15，182，100円
3連複： 36，646，800円 3連単： 68，715，900円 計： 201，229，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 140円 枠 連（4－6） 700円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 270円 �� 220円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 3，350円

票 数

単勝票数 計 153019 的中 � 77962（1番人気）
複勝票数 計 189064 的中 � 100243（1番人気）� 15365（3番人気）� 21049（2番人気）
枠連票数 計 60984 的中 （4－6） 6668（3番人気）
馬連票数 計 226131 的中 �� 25512（2番人気）
馬単票数 計 177652 的中 �� 14885（2番人気）
ワイド票数 計 151821 的中 �� 14446（2番人気）�� 19503（1番人気）�� 5346（8番人気）
3連複票数 計 366468 的中 ��� 24339（2番人気）
3連単票数 計 687159 的中 ��� 14852（3番人気）
上り 1マイル 1：47．7 4F 53．3－3F 39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

�ジュールドトネール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Exchange Rate

2010．2．6生 牡7青鹿 母 ア ー マ イ ン 母母 Red Mischief 障害：15戦1勝 賞金 26，100，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 セフティーエムアイ号は，競走中に疾病〔左前繋靭帯不全断裂〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。
ベストサポーター号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

〔制裁〕 フィールドシャルム号の騎手山本康志は，4号障害を外側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：9番・3番）
ジュールドトネール号の騎手小野寺祐太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

〔調教再審査〕 フィールドシャルム号は，2号障害および4号障害を外側に斜飛したことについて障害調教再審査。

3104211月12日 曇 良 （29福島3）第4日 第6競走 ��
��1，700�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55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

46 レオイノセント 牡4芦 57 戸崎 圭太�レオ 牧 光二 新冠 飛渡牧場 B504－ 21：46．4 13．9�
814 サクセスエナジー 牡3黒鹿55 津村 明秀髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 532＋121：46．5� 8．0�
713 クリノヴィクトリア 牝3栗 53

50 ▲横山 武史栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 440＋ 21：46．6	 4．5�
58 ダイシンカレラ 牡5黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 488－ 6 〃 クビ 8．6�
712 ハローマイディア 牡4黒鹿57 北村 友一飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 470－ 2 〃 ハナ 4．4�
34 サンライズカラマ 牡3栗 55

54 ☆
島 克駿松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 484－ 41：47．34 26．1	

610� ウインガーネット 牝4黒鹿55 A．シュタルケ�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 508－ 41：47．4� 21．5

（独）

611 サトノファイヤー 牡3栗 55
52 ▲藤田菜七子 �サトミホースカンパニー 村山 明 日高 下河辺牧場 462－ 21：47．61� 21．9�

23 プロムナード 牡3黒鹿55 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B510＋ 41：48．13 22．3�

35 キングレイスター 牡3鹿 55
52 ▲富田 暁伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 480＋ 2 〃 クビ 52．7

815 ロッキーバローズ 牡3鹿 55
54 ☆坂井 瑠星猪熊 広次氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 526＋121：48．2	 5．6�

11 ヒトノワドリーム 牡3鹿 55 吉田 隼人西村 静子氏 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 436＋141：48．3クビ 10．3�

59 ココスタイル 牡5芦 57 吉田 豊林 正道氏 的場 均 安平 ノーザンファーム 528－ 21：48．61	 61．8�
22 パイオニアシーザー 牡3黒鹿 55

52 ▲川又 賢治 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 514－ 41：49．02� 122．8�
47 ケイティクエスト 牡3鹿 55 松岡 正海瀧本 和義氏 蛯名 利弘 新冠 石田牧場 458± 01：49．95 185．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，924，900円 複勝： 32，600，100円 枠連： 13，990，500円
馬連： 41，719，900円 馬単： 20，682，200円 ワイド： 29，983，200円
3連複： 61，203，000円 3連単： 74，283，000円 計： 297，386，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 440円 � 300円 � 170円 枠 連（4－8） 3，040円

馬 連 �� 5，810円 馬 単 �� 11，690円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 1，320円 �� 800円

3 連 複 ��� 9，380円 3 連 単 ��� 72，870円

票 数

単勝票数 計 229249 的中 � 13119（7番人気）
複勝票数 計 326001 的中 � 16166（7番人気）� 26567（5番人気）� 61948（1番人気）
枠連票数 計 139905 的中 （4－8） 3556（13番人気）
馬連票数 計 417199 的中 �� 5565（21番人気）
馬単票数 計 206822 的中 �� 1326（44番人気）
ワイド票数 計 299832 的中 �� 3725（27番人気）�� 5801（14番人気）�� 9961（7番人気）
3連複票数 計 612030 的中 ��� 4889（28番人気）
3連単票数 計 742830 的中 ��� 739（238番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．7―12．5―13．0―12．5―12．7―12．8―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．6―42．1―55．1―1：07．6―1：20．3―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レオイノセント �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ミスターシービー デビュー 2016．3．6 中山3着

2013．4．13生 牡4芦 母 スパークアロー 母母 レデイークロース 12戦2勝 賞金 16，850，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3104311月12日 曇 良 （29福島3）第4日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

48 イタリアンホワイト 牝3芦 53 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504＋ 21：59．8 2．9�

815 リリックドラマ 牝3鹿 53 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454＋102：00．54 32．1�

47 スパイクナード 牝3黒鹿53 吉田 隼人前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432－ 4 〃 クビ 4．4�

59 ゴージャスガール 牝5黒鹿55 A．シュタルケ 飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 452－ 22：00．6� 20．6�
（独）

12 ドロウアカード 牝3栗 53 秋山真一郎�G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋ 42：00．81� 9．5	

714 ピスカデーラ 牝3鹿 53 北村 宏司名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 466＋162：00．9クビ 15．8

510 ショウナンサザナミ 牝3鹿 53 丸田 恭介国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 B424± 02：01．0� 57．3�
24 バレエダンサー 牝4鹿 55 黛 弘人前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 452－ 4 〃 ハナ 63．6�
611 フレスコパスト 牝3鹿 53

52 ☆坂井 瑠星岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 410＋ 22：01．21� 91．5
23 クインズゴールド 牝3鹿 53 津村 明秀亀田 和弘氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 430－ 6 〃 ハナ 14．2�
612 ゴールデンハープ 牝5栗 55

52 ▲菊沢 一樹窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462－ 22：01．51� 110．8�

35 レーヌジャルダン 牝3鹿 53 中谷 雄太 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 442± 02：01．6� 24．0�
11 ラグナアズーラ 牝3黒鹿 53

52 ☆�島 克駿 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 448＋ 22：02．13 8．4�
816 レ ロ ー ヴ 牝3鹿 53

52 ☆木幡 巧也今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 472－14 〃 クビ 28．1�
36 ディヴァインハイツ 牝3鹿 53

52 ☆加藤 祥太 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 446－122：02．74 16．3�
713 アイスコールド 牝4鹿 55 松岡 正海 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＋122：03．76 16．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，585，100円 複勝： 33，136，200円 枠連： 16，449，600円
馬連： 42，846，300円 馬単： 19，989，900円 ワイド： 32，374，500円
3連複： 61，887，300円 3連単： 77，016，200円 計： 309，285，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 170円 � 690円 � 180円 枠 連（4－8） 1，930円

馬 連 �� 8，340円 馬 単 �� 13，670円

ワ イ ド �� 2，860円 �� 390円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 11，810円 3 連 単 ��� 74，150円

票 数

単勝票数 計 255851 的中 � 68756（1番人気）
複勝票数 計 331362 的中 � 57322（1番人気）� 9066（12番人気）� 54885（2番人気）
枠連票数 計 164496 的中 （4－8） 6574（7番人気）
馬連票数 計 428463 的中 �� 3979（33番人気）
馬単票数 計 199899 的中 �� 1096（54番人気）
ワイド票数 計 323745 的中 �� 2718（35番人気）�� 24124（1番人気）�� 3156（31番人気）
3連複票数 計 618873 的中 ��� 3928（37番人気）
3連単票数 計 770162 的中 ��� 753（221番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．5―12．6―12．4―12．3―12．1―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�
12．2―23．5―35．0―47．6―1：00．0―1：12．3―1：24．4―1：36．4―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イタリアンホワイト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．7．3 福島7着

2014．1．2生 牝3芦 母 リ リ ウ ム 母母 ベ ゴ ニ ア 10戦2勝 賞金 16，600，000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 ハッピーチャンス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3104411月12日 曇 良 （29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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

24 ダイワプロパー 牝5栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌和 新ひだか フジワラフアーム B486－101：09．8 18．4�
12 ナンヨーマーズ 牡3鹿 56 戸崎 圭太中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 446－101：09．9� 3．2�
714 シャインサンデー 牝3栗 54 菱田 裕二森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 418－ 4 〃 クビ 4．1�
36 マイネルパッセ 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 464＋10 〃 クビ 12．1�
23 プリンセスオーラ 牝4鹿 55

52 ▲横山 武史大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 434－121：10．0� 27．0�
35 マ ッ タ ナ シ 牡3栗 56 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 474－ 21：10．1� 9．0	
48 シンボリジュネス 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 470－ 21：10．2クビ 44．3

11 シゲルタイガー 牡3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508± 01：10．41	 30．3�
611
 ア ナ ト リ ア 牡4鹿 57 丸田 恭介藤田 在子氏 蛯名 利弘 日高 天羽 禮治 480＋ 4 〃 クビ 301．7�
815 アルパーシャン 牡5栗 57 酒井 学エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 466＋ 2 〃 ハナ 16．4�
47 アルマクレヨン �5栗 57 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 新ひだか 静内酒井牧場 482－141：10．5クビ 39．3�
59 メ ー テ ィ ス 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁ニットー商事� 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 430－ 41：10．82 18．9�
713 ティーティクイーン 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治ロイヤルパーク 加用 正 日高 門別牧場 444－ 6 〃 ハナ 37．6�
510 メイショウバンダイ 牡4栗 57

56 ☆�島 克駿松本 好雄氏 中村 均 浦河 斉藤英牧場 454＋ 41：10．9� 127．7�
612 ポ ン ポ ン 牝3黒鹿54 松岡 正海ミルファーム 田中 清隆 新冠 ハクツ牧場 436＋141：11．11	 5．3�
816
 ルミエールカフェ 牝4鹿 55 黛 弘人西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 510＋221：11．2� 232．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，859，600円 複勝： 30，326，400円 枠連： 12，774，200円
馬連： 42，726，500円 馬単： 20，211，300円 ワイド： 28，300，100円
3連複： 56，589，700円 3連単： 77，064，900円 計： 290，852，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 340円 � 180円 � 170円 枠 連（1－2） 1，360円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 6，570円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，380円 �� 510円

3 連 複 ��� 5，660円 3 連 単 ��� 47，950円

票 数

単勝票数 計 228596 的中 � 9898（7番人気）
複勝票数 計 303264 的中 � 18648（7番人気）� 46341（2番人気）� 51311（1番人気）
枠連票数 計 127742 的中 （1－2） 7229（6番人気）
馬連票数 計 427265 的中 �� 13438（7番人気）
馬単票数 計 202113 的中 �� 2304（22番人気）
ワイド票数 計 283001 的中 �� 7381（9番人気）�� 5044（17番人気）�� 15056（2番人気）
3連複票数 計 565897 的中 ��� 7487（13番人気）
3連単票数 計 770649 的中 ��� 1165（139番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．3―11．6―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．7―46．3―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワプロパー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．10．25 京都1着

2012．3．20生 牝5栗 母 ダイワエンジェル 母母 プリンセススキー 22戦3勝 賞金 42，093，000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 ハクユウロゼ号



3104511月12日 曇 良 （29福島3）第4日 第9競走 ��
��1，150�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56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

24 � メイショウオルソ 牡4黒鹿57 北村 友一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 514－ 21：08．4 3．0�
12 メガポリゴン 牡3鹿 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 洞	湖 レイクヴィラファーム 530＋ 41：08．61
 17．1�
48 シャンパンサーベル 牝5黒鹿 55

52 ▲横山 武史田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 470± 01：09．23
 11．2�
35 サンアルパイン �5鹿 57 酒井 学 �加藤ステーブル 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B500＋ 4 〃 クビ 56．6�
36 キングディグニティ 牡3黒鹿56 水口 優也 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 464± 01：09．3クビ 6．4�
714 トウショウデュエル 牡5栗 57

56 ☆木幡 初也トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508－ 21：09．51� 4．3	
816 ペニーウェディング 牝4鹿 55 吉田 豊吉田 和子氏 高橋 文雅 米 Lynn Schiff 510－ 2 〃 ハナ 33．4

59 グランドガール 牝3鹿 54 菱田 裕二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 464－10 〃 クビ 19．7�
815 タガノマニカ 牝3鹿 54 秋山真一郎八木 良司氏 石橋 守 浦河 大北牧場 452－ 21：09．6� 50．6�
23 ガールズブランド 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 村下 清志 450－ 71：09．7
 77．1
510 コスモコレクション 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 480－ 4 〃 アタマ 16．3�
47 ロマンチスト 牡4栗 57 中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 526－ 61：10．12
 13．5�
611 カシノアーニング 牡4鹿 57

55 △伴 啓太柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 434± 0 〃 ハナ 275．1�
612 バングルバングル 牡3栗 56 丹内 祐次手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 490－ 21：10．2クビ 86．4�
713 オールオブユー 牝5栗 55

54 ☆�島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502－ 41：10．83
 21．1�

11  クロースリーニット 牡3鹿 56 北村 宏司飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-
take Iida B542＋ 81：11．01� 16．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，349，700円 複勝： 31，956，900円 枠連： 15，301，700円
馬連： 51，031，700円 馬単： 23，059，000円 ワイド： 33，103，000円
3連複： 69，883，800円 3連単： 93，211，200円 計： 341，897，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 420円 � 270円 枠 連（1－2） 1，310円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 650円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 7，040円 3 連 単 ��� 29，790円

票 数

単勝票数 計 243497 的中 � 63514（1番人気）
複勝票数 計 319569 的中 � 60804（1番人気）� 16473（8番人気）� 28730（4番人気）
枠連票数 計 153017 的中 （1－2） 8984（5番人気）
馬連票数 計 510317 的中 �� 15847（7番人気）
馬単票数 計 230590 的中 �� 4490（9番人気）
ワイド票数 計 331030 的中 �� 8091（8番人気）�� 13676（4番人気）�� 2760（33番人気）
3連複票数 計 698838 的中 ��� 7435（17番人気）
3連単票数 計 932112 的中 ��� 2268（59番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―11．0―12．0―12．4―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイショウオルソ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンスインザダーク

2013．4．4生 牡4黒鹿 母 マ ミ モ ナ 母母 マイミッシェル 12戦1勝 賞金 16，640，000円
初出走 JRA

※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 ランニングマン号

3104611月12日 曇 良 （29福島3）第4日 第10競走 ��
��1，200�福島2歳ステークス

発走14時40分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

福島馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．8

良
良

56 ア ン ヴ ァ ル 牝2鹿 55 北村 友一 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446－ 61：09．0 2．1�

813� リュウノユキナ 牡2芦 56 五十嵐冬樹蓑島 竜一氏 桑原 義光 新ひだか 藤川フアーム 476＋ 61：09．42	 6．6�
（北海道） （北海道）

57 キングキングキング 牡2黒鹿55 松岡 正海嶋田 賢氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 472＋ 81：09．61
 8．7�
710 タイセイアベニール 牡2鹿 55 A．シュタルケ 田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 458－10 〃 クビ 16．5�

（独）

69 ヴェルスパー 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 434－ 81：09．7	 6．0�
22 ココロノイコロ 牡2黒鹿55 丹内 祐次海谷 幸司氏 高橋 祥泰 新ひだか 谷岡牧場 428－ 61：10．12	 30．6	
68 ト ラ ン プ 牡2鹿 55 吉田 豊大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 440＋ 41：10．31
 58．7

33 ビ リ ー バ ー 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 440＋101：10．51	 58．8�
44 ア ー ヒ ラ 牝2芦 54 長岡 禎仁�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 424－ 61：10．6クビ 106．4�
45 ペ ガ ッ ソ 牡2黒鹿55 酒井 学ちくしCLUB 谷 潔 浦河 津島 優治 478－ 4 〃 クビ 24．6
812 イイコトズクシ 牡2鹿 55 北村 宏司小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 472－ 8 〃 ハナ 15．5�
711 カシノクオーレ 牝2鹿 54 木幡 初也柏木 務氏 天間 昭一 青森 野々宮牧場 454＋ 21：10．91� 155．8�
11 ロードエース 牡2鹿 55 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 486－ 4 〃 クビ 20．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，778，500円 複勝： 45，987，700円 枠連： 16，069，000円
馬連： 66，027，700円 馬単： 34，294，500円 ワイド： 40，592，100円
3連複： 87，979，000円 3連単： 136，206，300円 計： 464，934，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 180円 � 180円 枠 連（5－8） 400円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 340円 �� 340円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 4，820円

票 数

単勝票数 計 377785 的中 � 146076（1番人気）
複勝票数 計 459877 的中 � 127976（1番人気）� 57162（3番人気）� 55954（4番人気）
枠連票数 計 160690 的中 （5－8） 30653（1番人気）
馬連票数 計 660277 的中 �� 73569（1番人気）
馬単票数 計 342945 的中 �� 24089（2番人気）
ワイド票数 計 405921 的中 �� 31738（2番人気）�� 31505（3番人気）�� 11481（9番人気）
3連複票数 計 879790 的中 ��� 57990（1番人気）
3連単票数 計1362063 的中 ��� 20450（6番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．8―11．7―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．0―44．7―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F36．0
3 ・（3，5）－6，10（4，7）13，11（2，8）9，12－1 4 ・（3，5）－6（7，10）13（4，11，9）8，2，12，1

勝馬の
紹 介

ア ン ヴ ァ ル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．8．20 小倉3着

2015．1．28生 牝2鹿 母 アルーリングボイス 母母 アルーリングアクト 4戦3勝 賞金 30，294，000円
〔発走状況〕 ロードエース号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3104711月12日 曇 良 （29福島3）第4日 第11競走
第53回農林水産省賞典

��
��2，000�福 島 記 念（ＧⅢ）

発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，28．11．12以降29．11．5まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞・福島県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

23 ウインブライト 牡3芦 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 22：00．2 5．4�
713 スズカデヴィアス 牡6黒鹿56 A．シュタルケ 永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 508± 0 〃 クビ 7．6�

（独）

36 ヒストリカル 牡8黒鹿57 田中 勝春近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 452－ 8 〃 ハナ 25．3�
612 マイネルディーン 牡8青 53 五十嵐冬樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 464± 02：00．3クビ 146．2�
（北海道）

24 � ショウナンバッハ 牡6鹿 54 木幡 初也国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 B444－ 42：00．4� 13．5�
47 フェルメッツァ 牡6鹿 55 北村 友一 	キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋12 〃 アタマ 13．0

35 ケイティープライド 牡7鹿 52 	島 克駿�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：00．5
 74．3�
11 プリメラアスール 牝5黒鹿52 酒井 学�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 502－ 82：00．6クビ 9．4�
12 ベ ル ー フ 牡5鹿 57 中谷 雄太 	サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 8 〃 クビ 35．7
510 マイネルミラノ 牡7栗 58 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B486－ 82：00．81� 16．1�
714 マサハヤドリーム 牡5鹿 54 秋山真一郎中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 ハナ 19．0�
815 フ ル ー キ ー 牡7青鹿57 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B498± 02：00．9� 16．6�
48 マイネルスフェーン 牡3栗 53 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 42：01．11 62．6�
816 サンマルティン �5栗 55 戸崎 圭太 	キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 498± 0 〃 クビ 2．6�
611 ツクバアズマオー 牡6鹿 57 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 476－ 42：01．52� 40．6�

（15頭）
59 ジョルジュサンク 牡4栗 54 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 516－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 95，996，100円 複勝： 127，795，400円 枠連： 73，999，300円
馬連： 309，143，000円 馬単： 116，711，400円 ワイド： 153，774，400円
3連複： 469，580，800円 3連単： 582，307，300円 計： 1，929，307，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 240円 � 240円 � 600円 枠 連（2－7） 1，340円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 4，060円

ワ イ ド �� 950円 �� 2，260円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 17，960円 3 連 単 ��� 75，420円

票 数

単勝票数 差引計 959961（返還計 49395） 的中 � 140698（2番人気）
複勝票数 差引計1277954（返還計 63621） 的中 � 149866（2番人気）� 147666（3番人気）� 47196（10番人気）
枠連票数 差引計 739993（返還計 4533） 的中 （2－7） 42790（6番人気）
馬連票数 差引計3091430（返還計440702） 的中 �� 100294（6番人気）
馬単票数 差引計1167114（返還計160287） 的中 �� 21549（11番人気）
ワイド票数 差引計1537744（返還計211652） 的中 �� 43249（6番人気）�� 17304（27番人気）�� 14795（34番人気）
3連複票数 差引計4695808（返還計1130430） 的中 ��� 19607（60番人気）
3連単票数 差引計5823073（返還計1360921） 的中 ��� 5597（236番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―11．7―12．8―12．7―11．4―11．6―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�
12．5―24．4―36．1―48．9―1：01．6―1：13．0―1：24．6―1：36．2―1：47．7

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

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

勝馬の
紹 介

ウインブライト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2016．6．26 東京6着

2014．5．12生 牡3芦 母 サマーエタニティ 母母 オールフォーゲラン 10戦4勝 賞金 116，288，000円
〔競走除外〕 ジョルジュサンク号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔制裁〕 マイネルディーン号の騎手五十嵐冬樹は，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：4番・15番）
※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 プロレタリアト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3104811月12日 曇 良 （29福島3）第4日 第12競走 ��1，800�
に ほ ん ま つ

二 本 松 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
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
1：45．3
1：43．9

良
良

58 オブリゲーション 牡4鹿 57 A．シュタルケ�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 458－ 61：47．3 10．2�
（独）

813 ショウナンサスケ 牡4鹿 57 菱田 裕二国本 哲秀氏 高橋 文雅 浦河 大北牧場 464－ 21：47．51� 4．6�
69 キャスパリーグ 牝3鹿 53 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 432－ 41：48．13� 4．1�
610 レッドシルヴィ 牝4鹿 55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 クビ 11．0�
46 ショウナンサリュー 牡3芦 55 川須 栄彦国本 哲秀氏 高野 友和 浦河 大北牧場 482＋ 21：48．2クビ 35．1	
34 ラ レ ゾ ン 牝3黒鹿53 北村 友一 �社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 81：48．41 15．7

57 ディーグランデ 牡3鹿 55 田中 勝春嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 470－101：48．5� 13．4�
33 クインズラミントン 牡3鹿 55 吉田 豊亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 484＋ 41：48．71� 46．4�
814 ネームユアポイズン 	3鹿 55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474－ 8 〃 クビ 4．0
712 ゴールドエフォート 牝4栗 55 松岡 正海 �シルクレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 41：48．91� 65．4�
45 マイネルシュバリエ 	5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 490－ 21：49．0� 10．3�
711 エスカラード 牡4鹿 57 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド 462± 01：49．42� 49．9�
11 スクエアゴールド 牝5黒鹿55 木幡 巧也吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 438－ 61：49．82� 148．6�
22 ダイシンクイント 牡3黒鹿55 川又 賢治大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 478± 0 〃 クビ 33．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，442，900円 複勝： 50，136，100円 枠連： 22，398，500円
馬連： 79，439，500円 馬単： 35，393，800円 ワイド： 45，186，200円
3連複： 105，803，600円 3連単： 144，141，700円 計： 519，942，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 270円 � 170円 � 150円 枠 連（5－8） 880円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 670円 �� 760円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 20，020円

票 数

単勝票数 計 374429 的中 � 29146（4番人気）
複勝票数 計 501361 的中 � 38505（5番人気）� 75337（2番人気）� 105196（1番人気）
枠連票数 計 223985 的中 （5－8） 19512（3番人気）
馬連票数 計 794395 的中 �� 34595（3番人気）
馬単票数 計 353938 的中 �� 6561（12番人気）
ワイド票数 計 451862 的中 �� 17057（4番人気）�� 14859（6番人気）�� 25890（2番人気）
3連複票数 計1058036 的中 ��� 26679（2番人気）
3連単票数 計1441417 的中 ��� 5219（28番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―11．5―12．2―12．1―12．0―12．2―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．3―34．8―47．0―59．1―1：11．1―1：23．3―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

オブリゲーション �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 カリズマティック デビュー 2015．12．6 中京4着

2013．4．19生 牡4鹿 母 カンシャノキモチ 母母 フラワーヒル 20戦3勝 賞金 44，216，000円
〔騎手変更〕 ラレゾン号の騎手吉田隼人は，第11競走での馬場入場後の落馬負傷のため北村友一に変更。
〔制裁〕 エスカラード号の騎手丸田恭介は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３レース目



（29福島3）第4日 11月12日（日曜日） 曇 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
厩務員出走奨励金

252，460，000円
1，270，000円
12，180，000円
1，860，000円
29，570，000円
72，579，000円
6，033，400円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
357，225，600円
468，067，300円
214，198，600円
781，258，600円
358，328，700円
463，394，700円
1，135，932，400円
1，503，447，700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 5，281，853，600円

総入場人員 16，583名 （有料入場人員 13，826名）
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