
3202511月10日 曇 良 （30福島3）第3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
1：44．9

稍重
稍重

814 ビルジキール 牡2黒鹿55 田中 健玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 470－ 81：48．9 8．7�
23 キ ュ ア ン 牡2鹿 55 吉田 隼人松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム 510＋ 41：49．21� 10．8�
47 リワードアンヴァル 牡2栗 55 丸山 元気宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 488＋ 6 〃 クビ 5．6�
22 バンディエラ 牡2栗 55 嘉藤 貴行東海林貴大氏 竹内 正洋 新冠 松本 信行 524＋ 81：49．62� 24．3�
58 ケイアイビリジアン 牡2栗 55 菱田 裕二亀田 和弘氏 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 490－ 4 〃 アタマ 3．4�
46 ヴァンキッシュアイ 牡2鹿 55

54 ☆木幡 巧也会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 466± 01：49．81 136．4�
11 ケントホープ 牡2鹿 55 岩崎 翼田畑 富子氏 西橋 豊治 新ひだか 山野牧場 480－ 41：49．9� 36．3	
59 タキシードジャンク 牡2鹿 55 �島 克駿原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 474－12 〃 クビ 12．5

34 ダークサンダー 牡2青鹿55 勝浦 正樹鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 武 牧場 456± 01：50．22 48．5�
35 シゲルヒスイ 牡2黒鹿55 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 476＋ 61：50．3� 46．2�
610 ラインリンクス 牡2鹿 55

54 ☆荻野 極大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 土田農場 494＋ 41：50．51	 3．5
712 ロ ネ ガ ン 牡2黒鹿55 中井 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 520＋281：51．03 47．1�
815 カサブランカボーテ 牝2黒鹿 54

51 ▲西村 淳也西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 矢野牧場 440＋181：53．1大差 153．9�
611 サ ゼ ラ ッ ク 牡2鹿 55 西田雄一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 森 政巳 518－ 41：55．6大差 227．8�
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713 タ イ サ イ 牡2栗 55 松田 大作�KTレーシング 田所 秀孝 新冠 有限会社 大
作ステーブル 452＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 14，691，500円 複勝： 20，413，600円 枠連： 8，496，000円
馬連： 28，664，200円 馬単： 14，011，700円 ワイド： 22，328，800円
3連複： 45，032，100円 3連単： 50，857，600円 計： 204，495，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 300円 � 340円 � 190円 枠 連（2－8） 3，060円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 7，890円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 750円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 8，070円 3 連 単 ��� 46，200円

票 数

単勝票数 差引計 146915（返還計 2265） 的中 � 14263（4番人気）
複勝票数 差引計 204136（返還計 2975） 的中 � 16715（4番人気）� 14009（6番人気）� 32050（3番人気）
枠連票数 差引計 84960（返還計 104） 的中 （2－8） 2148（12番人気）
馬連票数 差引計 286642（返還計 7298） 的中 �� 6036（15番人気）
馬単票数 差引計 140117（返還計 3582） 的中 �� 1331（32番人気）
ワイド票数 差引計 223288（返還計 6977） 的中 �� 3907（16番人気）�� 7842（8番人気）�� 4612（13番人気）
3連複票数 差引計 450321（返還計 20332） 的中 ��� 4184（27番人気）
3連単票数 差引計 508576（返還計 21908） 的中 ��� 798（152番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―12．4―13．5―13．2―12．6―12．7―12．8―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―31．0―44．5―57．7―1：10．3―1：23．0―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビルジキール �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2018．9．2 小倉10着

2016．5．3生 牡2黒鹿 母 ディアースパークル 母母 レディワンダー 5戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走除外〕 タイサイ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サゼラック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 オーミサルーテ号・クリノオオクニヌシ号・ダンツコーラル号

3202611月10日 曇 良 （30福島3）第3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）
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 セイリスペクト 牡3黒鹿 55
53 △横山 武史金田 成基氏 中村 均 日高 庄野牧場 B476＋ 41：46．2 3．6�

34 クイックファイア 牡3鹿 55 中井 裕二下河�美智子氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 470－121：46．41� 19．3�
59 メイショウゴテツ 牡5青鹿 57

54 ▲西村 淳也松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 478＋ 6 〃 アタマ 15．2�
611 エクスパートラン 牡3青鹿55 小崎 綾也�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 462＋ 61：46．61	 29．3�
58 サンライズナイト 牡3黒鹿55 菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B492± 01：46．7クビ 80．4	
47 
 ブルーオラーリオ 牡4青鹿57 丹内 祐次 
YGGホースクラブ 柴田 政人 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 456－ 8 〃 アタマ 229．0�
46 エイシンレーザー 牡3鹿 55 �島 克駿平井 淑郎氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 490＋101：46．91� 3．5�
610
 モ ハ ー 牝4栗 55

54 ☆義 英真北山 敏氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 492－ 21：47．0	 39．8�
22 ウインドオブホープ �5栗 57 勝浦 正樹�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 534＋121：47．21� 8．1�
712 ハローマイディア 牡5黒鹿 57

56 ☆荻野 極飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 470－ 6 〃 ハナ 18．0�
713 トウシンタイガー �5鹿 57 長岡 禎仁
サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 490＋ 21：47．3クビ 70．5�
35 ア ヴ ァ ン ト 牡4栗 57

56 ☆川又 賢治佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 470－ 81：47．4	 6．4�
814 トーセンヴィータ 牡3青鹿 55

54 ☆木幡 初也島川 哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ
スティファーム 526－ 41：48．14 8．9�

815
 ホワイトソニック 牡4芦 57 柴山 雄一島川 哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 460＋ 8 〃 クビ 177．8�

23 ニシノオクタゴン 牡3青鹿 55
53 △藤田菜七子西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 478± 0 〃 クビ 30．7�
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売 得 金
単勝： 17，208，200円 複勝： 25，377，300円 枠連： 6，797，500円
馬連： 28，562，800円 馬単： 13，199，300円 ワイド： 22，278，800円
3連複： 42，152，900円 3連単： 47，572，800円 計： 203，149，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 570円 � 390円 枠 連（1－3） 650円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 7，130円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 630円 �� 3，840円

3 連 複 ��� 14，390円 3 連 単 ��� 64，340円

票 数

単勝票数 計 172082 的中 � 38005（2番人気）
複勝票数 計 253773 的中 � 63059（1番人気）� 9005（8番人気）� 14135（6番人気）
枠連票数 計 67975 的中 （1－3） 8050（1番人気）
馬連票数 計 285628 的中 �� 5402（14番人気）
馬単票数 計 131993 的中 �� 1388（28番人気）
ワイド票数 計 222788 的中 �� 3934（17番人気）�� 9572（5番人気）�� 1425（38番人気）
3連複票数 計 421529 的中 ��� 2196（46番人気）
3連単票数 計 475728 的中 ��� 536（207番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．3―42．9―55．9―1：08．3―1：20．5―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイリスペクト �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．12．9 阪神5着

2015．4．11生 牡3黒鹿 母 グラールホーリー 母母 オオシマダリア 13戦2勝 賞金 27，500，000円
〔制裁〕 サンライズナイト号の騎手菱田裕二は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番）

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

第３回 福島競馬 第３日



3202711月10日 曇 良 （30福島3）第3日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時40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

36 ミリオンゲーム 牝2栗 54
52 △藤田菜七子ドラゴンヒルズホースクラブ 奥村 武 安平 ノーザンファーム 418－ 81：11．1 3．2�

48 パープルヌーン 牡2鹿 55 �島 克駿�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 430－ 4 〃 クビ 14．5�

815 シ ャ ウ エ ン 牝2青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 468＋ 8 〃 ハナ 3．6�
714� パリテソーロ 牝2黒鹿54 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 米
A. Bayle, C.
Bigheart, S.
Gross et al

438－ 41：11．2	 7．9�
59 フラッシュノワール 牡2黒鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 462－ 41：11．3クビ 10．3	
12 ス キ ッ プ 牡2黒鹿55 丸田 恭介�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 464－ 81：11．51
 8．3

35 ベ ル ポ ー ト 牝2青鹿 54

52 △横山 武史大社 聡氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 442＋ 21：11．71� 18．4�
611 フラワープリンセス 牝2栗 54

53 ☆木幡 巧也堀口 晴男氏 本間 忍 日高 日西牧場 410± 0 〃 ハナ 59．2�
23 オーロセレステ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 402－12 〃 ハナ 70．6
612 ハクサンストロング 牡2栗 55

54 ☆川又 賢治河﨑 五市氏 清水 久詞 新ひだか 田湯牧場 462－ 2 〃 アタマ 19．8�
713 パルセイティング 牝2鹿 54 津村 明秀岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 山下 恭茂 422＋101：12．01� 26．4�
510 ヒカルフラッシュ 牡2黒鹿55 的場 勇人安蒜 一修氏 柄崎 孝 浦河 栄進牧場 470＋18 〃 ハナ 162．0�
816 ヘ デ ラ 牝2鹿 54 勝浦 正樹�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B422± 0 〃 クビ 89．0�
11 ヤエノアカリ 牝2黒鹿 54

53 ☆義 英真柳田 英子氏 和田 雄二 伊達 高橋農場 416＋ 21：13．06 211．8�
24 イエローナイフ 牡2青 55 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 正徳 日高 シンボリ牧場 B454＋12 〃 クビ 415．9�
47 セイウンティアラ 牝2黒鹿54 長岡 禎仁西山 茂行氏 竹内 正洋 新ひだか 米田 和子 B404± 01：13．42� 362．2�
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売 得 金
単勝： 21，093，400円 複勝： 27，288，400円 枠連： 9，193，900円
馬連： 33，957，600円 馬単： 16，399，100円 ワイド： 25，907，800円
3連複： 47，961，000円 3連単： 56，396，800円 計： 238，198，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 290円 � 140円 枠 連（3－4） 1，870円

馬 連 �� 2，680円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 890円 �� 270円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 19，210円

票 数

単勝票数 計 210934 的中 � 52861（1番人気）
複勝票数 計 272884 的中 � 56544（1番人気）� 17485（6番人気）� 56353（2番人気）
枠連票数 計 91939 的中 （3－4） 3791（7番人気）
馬連票数 計 339576 的中 �� 9814（8番人気）
馬単票数 計 163991 的中 �� 2987（15番人気）
ワイド票数 計 259078 的中 �� 6881（9番人気）�� 28429（1番人気）�� 5802（12番人気）
3連複票数 計 479610 的中 ��� 11514（6番人気）
3連単票数 計 563968 的中 ��� 2128（44番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．3―11．8―12．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミリオンゲーム �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 Fly Till Dawn デビュー 2018．7．14 福島4着

2016．2．27生 牝2栗 母 グッドゲーム 母母 Boom Bird 4戦1勝 賞金 9，400，000円
〔制裁〕 パープルヌーン号の騎手�島克駿は，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：2番）
※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。
（非抽選馬） 3頭 スカイポート号・ニシノテンカラット号・ニシノドレッシー号

3202811月10日 曇 良 （30福島3）第3日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時10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
1：59．9
1：59．8

良
良

79 ヴァンケドミンゴ 牡2鹿 55 津村 明秀幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 456－ 82：03．0 1．8�
811 サンサルドス 牡2鹿 55

54 ☆川又 賢治 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 516－102：03．42� 4．5�
55 ジューンアイリス 牝2芦 54 松田 大作吉川 潤氏 武 英智 浦河 信岡牧場 480－ 2 〃 クビ 34．1�
22 タイセイアヴァンセ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 青木 孝文 新冠 村田牧場 418＋ 62：03．5クビ 8．6�
44 クラヴィーア 牝2栗 54 �島 克駿�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋ 22：03．71� 15．6	
78 グラッパディローザ 牝2鹿 54 柴山 雄一丸山 担氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 468－ 22：03．8� 32．4

66 ヘヴンズコーヴ 牡2青鹿 55

53 △横山 武史 �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434＋12 〃 クビ 28．1�

67 リ ヴ ィ エ ラ 牡2鹿 55 吉田 隼人 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 510＋ 82：04．33 9．2�

33 シ バ ハ マ 牡2鹿 55 勝浦 正樹 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 504－ 2 〃 アタマ 58．7
810 リアルフェイス 牝2栗 54 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム B424－ 62：04．51� 135．3�
11 プリマヴェージ 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 中田 英樹 490－ 22：04．71� 121．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 16，769，500円 複勝： 45，960，000円 枠連： 6，081，400円
馬連： 25，892，900円 馬単： 17，452，300円 ワイド： 19，851，500円
3連複： 33，524，800円 3連単： 64，795，100円 計： 230，327，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 490円 枠 連（7－8） 260円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 190円 �� 700円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 5，230円

票 数

単勝票数 計 167695 的中 � 77794（1番人気）
複勝票数 計 459600 的中 � 320594（1番人気）� 43316（2番人気）� 5771（8番人気）
枠連票数 計 60814 的中 （7－8） 17746（1番人気）
馬連票数 計 258929 的中 �� 64293（1番人気）
馬単票数 計 174523 的中 �� 33907（1番人気）
ワイド票数 計 198515 的中 �� 34700（1番人気）�� 6330（10番人気）�� 3684（16番人気）
3連複票数 計 335248 的中 ��� 11453（8番人気）
3連単票数 計 647951 的中 ��� 8966（16番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．1―13．2―13．5―12．8―11．9―12．0―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．0―36．1―49．3―1：02．8―1：15．6―1：27．5―1：39．5―1：51．2

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァンケドミンゴ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．20 東京4着

2016．4．6生 牡2鹿 母 アンフィルージュ 母母 ウメノファイバー 2戦1勝 賞金 6，100，000円



3202911月10日 曇 良 （30福島3）第3日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時05分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．8

良
良

36 サンタンデール 牝2鹿 54
53 ☆木幡 巧也小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 長田ファーム 438 ―1：11．1 9．1�

713 リュウグウヒメ 牝2鹿 54
52 △横山 武史深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 436 ―1：11．2� 4．9�

12 ヘアピンローズ 牝2栗 54 菱田 裕二中西 純穂氏 久保田貴士 新冠 松浦牧場 464 ―1：11．62� 6．5�
611 リトルグッド 牝2栗 54

52 △菊沢 一樹小林 善一氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 368 ―1：11．81� 34．3�
35 サプライズレター 牝2黒鹿54 嶋田 純次熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 406 ―1：12．11	 143．5�
24 ルージュオブグレイ 牝2栗 54 城戸 義政 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 432 ―1：12．2� 28．2	
612 モンタナウインド 牝2栗 54 丸山 元気ゴドルフィン 土田 稔 愛 Godolphin 436 ―1：12．41� 7．3

23 トミケンミステリオ 牡2栗 55

54 ☆木幡 初也冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 永村 侑 462 ―1：12．61� 24．7�
48 フォーエバーワン 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 446 ― 〃 ハナ 5．6�
816 マイネルコルサ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 浦河 小島牧場 478 ―1：12．81� 4．8
59 アニヴェルセル 牝2鹿 54 丸田 恭介髙橋 貴士氏 林 徹 新ひだか 野坂牧場 476 ―1：13．01 39．8�
11 アスペリタス 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 和田 勇介 新冠 アラキフアーム 416 ―1：13．1	 122．9�
47 アイマックス 牡2栗 55 松田 大作井上 勇人氏 中野 栄治 新ひだか 松田牧場 438 ―1：13．2	 43．2�
815 スプリングハズカム 牝2青鹿54 伴 啓太�和田牧場 松永 康利 日高 スマイルファーム 494 ―1：13．83� 106．3�
714 コウユーモゼ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 村下農場 426 ― 〃 アタマ 76．2�
510 サンマッキニー 牡2青鹿55 黛 弘人加藤 信之氏 高橋 文雅 清水 リトルブルーファーム 452 ―1：14．43� 71．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，361，300円 複勝： 22，478，200円 枠連： 10，217，900円
馬連： 31，522，800円 馬単： 14，331，200円 ワイド： 23，608，800円
3連複： 48，589，400円 3連単： 55，200，200円 計： 223，309，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 230円 � 180円 � 200円 枠 連（3－7） 1，980円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 3，940円

ワ イ ド �� 710円 �� 640円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 19，750円

票 数

単勝票数 計 173613 的中 � 16126（6番人気）
複勝票数 計 224782 的中 � 23438（6番人気）� 35246（2番人気）� 29507（3番人気）
枠連票数 計 102179 的中 （3－7） 3988（10番人気）
馬連票数 計 315228 的中 �� 14641（4番人気）
馬単票数 計 143312 的中 �� 2728（19番人気）
ワイド票数 計 236088 的中 �� 8400（9番人気）�� 9452（6番人気）�� 10605（2番人気）
3連複票数 計 485894 的中 ��� 13401（4番人気）
3連単票数 計 552002 的中 ��� 2026（45番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．0―12．2―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．7―47．9―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンタンデール �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 キングヘイロー 初出走

2016．4．13生 牝2鹿 母 コウユーノミチ 母母 オフトメロディ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アポロナッシュビル号・イッツザファースト号・エコロシンフォニー号・ゼロカラ号・ナムラガンマン号・

ブルーエクセル号・ルルド号

3203011月10日 曇 良 （30福島3）第3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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�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
1：06．9
1：06．9

良
良

713 パワフルヒロコ 牝4黒鹿55 菱田 裕二三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 446± 01：08．9 11．6�
714 ア ポ ロ ア ミ 牝3鹿 54

52 △藤田菜七子アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 450＋ 61：09．11� 10．5�
36 リリーメーカー 牝4鹿 55 �島 良太阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 506＋ 11：09．2クビ 66．2�
12 アミーキティア 牝6栗 55 丸田 恭介�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 2 〃 クビ 3．4�
24 メイショウマイカゼ 牝5黒鹿 55

54 ☆川又 賢治松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 448－ 41：09．41� 36．9�
816 ポップシンガー 牝4鹿 55 津村 明秀村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 454± 0 〃 クビ 3．3	
612 ポートナイトサイト 牝3栗 54

52 △横山 武史ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 460－ 4 〃 ハナ 16．6

11 	 カズミドリーム 牝3栗 54 丹内 祐次藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 448－ 41：09．6
 16．0�
510 テンプルツリー 牝5鹿 55

53 △菊沢 一樹山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 466＋ 21：09．7
 27．3�
611 ゼットパール 牝4栗 55 川須 栄彦フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 444± 01：10．23 24．2�
23 ミ ラ ビ リ ア 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 462－ 41：10．41� 37．8�

59 ココロストライク 牝3栗 54 城戸 義政服部牧場 牧 光二 浦河 フクオカファーム 476＋12 〃 ハナ 31．9�
815 アテンフラワー 牝3青鹿54 勝浦 正樹河村 �平氏 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 472＋ 81：10．61� 53．0�
48 テイエムオーラコ 牝3栗 54 長岡 禎仁竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 長浜 秀昭 466＋ 21：11．34 169．3�
47 	 フェイバリットラン 牝4鹿 55 黛 弘人平田 修氏 和田 雄二 日高 ヤナガワ牧場 448－121：11．51 54．4�
35 ゴールデンテソーロ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 日高 株式会社カ

ネツ牧場 460－ 2 〃 アタマ 7．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，996，600円 複勝： 29，427，300円 枠連： 12，110，300円
馬連： 37，931，100円 馬単： 18，848，300円 ワイド： 31，799，500円
3連複： 60，162，800円 3連単： 67，670，400円 計： 278，946，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 390円 � 360円 � 1，430円 枠 連（7－7） 6，140円

馬 連 �� 6，820円 馬 単 �� 12，760円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 11，120円 �� 9，090円

3 連 複 ��� 171，560円 3 連 単 ��� 591，090円

票 数

単勝票数 計 209966 的中 � 14416（5番人気）
複勝票数 計 294273 的中 � 20727（5番人気）� 23223（4番人気）� 4840（13番人気）
枠連票数 計 121103 的中 （7－7） 1528（19番人気）
馬連票数 計 379311 的中 �� 4307（23番人気）
馬単票数 計 188483 的中 �� 1107（48番人気）
ワイド票数 計 317995 的中 �� 3792（22番人気）�� 731（90番人気）�� 895（79番人気）
3連複票数 計 601628 的中 ��� 263（314番人気）
3連単票数 計 676704 的中 ��� 83（1382番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―11．3―12．4―12．4―12．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．3―31．6―44．0―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パワフルヒロコ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2016．9．10 阪神4着

2014．3．27生 牝4黒鹿 母 パワフルリーフ 母母 サ レ ン ダ ー 17戦2勝 賞金 26，950，000円
〔発走状況〕 ゼットパール号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 ゼットパール号は，発走調教再審査。



3203111月10日 曇 良 （30福島3）第3日 第7競走 ��2，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時05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 7，500，000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
2：37．3
2：37．3

良
良

11 マイネルキラメキ 牡3鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 424± 02：41．7 6．5�

610 プレシャスブルー 牡4鹿 57 勝浦 正樹石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 436＋ 2 〃 クビ 7．5�
814 トロピカルストーム �5黒鹿 57

56 ☆川又 賢治吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442－ 22：42．01� 3．7�

33 ドリームスピリット 牡3鹿 55 津村 明秀落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 494＋ 62：42．21� 2．7�
45 ローズクランス 牡5鹿 57 嶋田 純次グリーンフィールズ� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 506－ 8 〃 クビ 102．9�
34 コロンバスデイ 牝3鹿 53

52 ☆木幡 巧也 	社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 458＋ 62：42．3クビ 15．4

813 カ マ ク ラ 牝5黒鹿55 柴山 雄一市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 458－182：42．4� 59．0�
58 ウォルビスベイ 牡3黒鹿 55

53 △横山 武史 	社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 438＋ 4 〃 ハナ 6．9�
22 	 マ リ ネ リ ス 牝5鹿 55

52 ▲西村 淳也今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 410± 02：42．5
 165．5
712 ロードジパング 牡3栗 55

53 △菊沢 一樹 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 452＋ 42：42．6
 43．8�
46 マーヴェルズ 牡4鹿 57

56 ☆荻野 極 	サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－ 42：42．91
 19．1�

57 レッドアメリア 牝4鹿 55
54 ☆木幡 初也 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 468－ 62：43．53� 82．8�

711	 リュウシンローズ 牝4黒鹿55 伴 啓太	浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 466＋ 42：43．71� 352．2�
69 マーティンルナ 牝3鹿 53

50 ▲服部 寿希大戸 志浦氏 沖 芳夫 新冠 村上 欽哉 460－ 62：43．91� 242．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，284，100円 複勝： 25，981，300円 枠連： 9，669，300円
馬連： 31，401，100円 馬単： 15，116，700円 ワイド： 24，139，600円
3連複： 45，067，800円 3連単： 55，245，500円 計： 225，905，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 180円 � 170円 � 140円 枠 連（1－6） 2，790円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 5，050円

ワ イ ド �� 900円 �� 460円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 21，350円

票 数

単勝票数 計 192841 的中 � 23510（3番人気）
複勝票数 計 259813 的中 � 34324（4番人気）� 37083（3番人気）� 54357（1番人気）
枠連票数 計 96693 的中 （1－6） 2678（11番人気）
馬連票数 計 314011 的中 �� 9914（11番人気）
馬単票数 計 151167 的中 �� 2245（22番人気）
ワイド票数 計 241396 的中 �� 6518（12番人気）�� 13940（2番人気）�� 12356（6番人気）
3連複票数 計 450678 的中 ��� 13272（6番人気）
3連単票数 計 552455 的中 ��� 1876（81番人気）

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

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�
12．8―24．8―37．6―50．4―1：03．4―1：16．0―1：28．9―1：41．9―1：54．4―2：05．6―2：17．6―2：29．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．3―3F36．1
1
�
3，8，12（1，13）（2，11）（6，7）5（4，14）10，9・（3，8）（13，6）1，12（14，10）（2，11，7，4）5－9

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

勝馬の
紹 介

マイネルキラメキ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ムタファーウエク デビュー 2017．11．12 東京3着

2015．5．29生 牡3鹿 母 マイネトゥインクル 母母 マイネブリリアン 11戦2勝 賞金 22，546，000円

3203211月10日 曇 良 （30福島3）第3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）

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 7，500，000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

11 タケショウベスト 牝4鹿 55
53 △横山 武史�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 476± 01：09．2 3．0�

47 � ヒロイックアゲン 牝4黒鹿 55
52 ▲木幡 育也浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 484＋ 41：09．41� 2．4�

22 アリエスムーン 牝7青鹿 55
54 ☆荻野 極橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 448－ 61：09．61� 11．4�

34 バーミーブリーズ 牝4鹿 55
53 △菊沢 一樹吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 460－ 41：09．81 23．6�

23 メイショウハバネラ 牝4栗 55
52 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 450＋ 2 〃 クビ 37．4�

712 ポルボローネ 牝6栗 55
54 ☆井上 敏樹小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 444＋ 41：09．9� 54．2	

610� フレンチイデアル 牡5鹿 57
55 △藤田菜七子杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 B500＋ 41：10．0� 10．4


58 ル リ ハ リ 牝3黒鹿54 伴 啓太 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 4 〃 ハナ 40．7�
815� モアナブルー 牝4栗 55

54 ☆義 英真平川 浩之氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 462－ 61：10．21� 60．1�
35 ウインドショコラ 牝3栗 54 長岡 禎仁福原 正博氏 森田 直行 平取 川向高橋育

成牧場 466－ 81：10．3クビ 36．4
59 ナタリーバローズ 牝5鹿 55

54 ☆川又 賢治猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 ハナ 9．2�
611 グラスレガシー 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 512＋ 2 〃 ハナ 35．4�
46 シェヴェルニー 牝5黒鹿55 城戸 義政�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 440－ 2 〃 ハナ 166．5�
814 ピースフルウィーク 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 400－ 6 〃 アタマ 264．1�
713 ニシノオウカン 牡4青鹿 57

56 ☆木幡 初也西山 茂行氏 古賀 慎明 新冠 中本牧場 B436± 01：10．93� 38．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，630，700円 複勝： 27，847，000円 枠連： 10，812，200円
馬連： 39，646，600円 馬単： 18，732，800円 ワイド： 29，570，600円
3連複： 54，110，400円 3連単： 71，077，500円 計： 273，427，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 130円 � 230円 枠 連（1－4） 360円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 190円 �� 580円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 4，290円

票 数

単勝票数 計 216307 的中 � 55822（2番人気）
複勝票数 計 278470 的中 � 63309（1番人気）� 63222（2番人気）� 21845（5番人気）
枠連票数 計 108122 的中 （1－4） 23098（1番人気）
馬連票数 計 396466 的中 �� 97361（1番人気）
馬単票数 計 187328 的中 �� 18318（2番人気）
ワイド票数 計 295706 的中 �� 48548（1番人気）�� 11246（6番人気）�� 13869（4番人気）
3連複票数 計 541104 的中 ��� 30016（3番人気）
3連単票数 計 710775 的中 ��� 11990（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．1―11．8―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．1―45．9―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タケショウベスト �
�
父 キングズベスト �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．9 福島1着

2014．5．10生 牝4鹿 母 タケショウレジーナ 母母 タケショウティアラ 19戦3勝 賞金 63，224，000円
※シェヴェルニー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3203311月10日 曇 良 （30福島3）第3日 第9競走 ��1，150�サラブレッド系3歳以上
発走14時10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

714� マッジョネラ �4黒鹿 57
55 △菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 日高 北田 剛 500＋ 41：09．1 17．7�

36 ホープフルスター 牡4栗 57 丸山 元気前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 494－ 6 〃 クビ 8．5�

612 ナムラストロベリー 牝3鹿 54 津村 明秀奈村 睦弘氏 谷原 義明 新ひだか 八田ファーム 452－ 21：09．52� 11．9�
11 コロニアルスタイル 牝4栗 55

53 △横山 武史吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 458－ 61：09．6	 4．0�
23 サンライズカラマ 牡4栗 57

56 ☆義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 480－ 41：09．7クビ 49．6�

47 アスカノハヤテ 牡4鹿 57 
島 克駿豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 468± 01：09．8� 4．8�
816 コンテンポラリー 牡4鹿 57 吉田 隼人廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 B468－ 21：09．9	 16．4	
35 ノ ボ マ ハ ロ 牡3栗 56 勝浦 正樹
LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 518－121：10．0クビ 14．4�
611� プリンセスヨウク 牝4鹿 55 長岡 禎仁ライオンレースホース
 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 B440－ 81：10．1� 23．8�
510 リトルレグルス 牡4鹿 57 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 480± 01：10．2	 23．5
815 メイショウバンダイ 牡5栗 57 
島 良太松本 好雄氏 中村 均 浦河 斉藤英牧場 456－ 21：10．3� 119．8�
24 スマートアイビス 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極大川 徹氏 西園 正都 新ひだか 静内山田牧場 508＋121：10．62 10．1�
713� ラッシュバンガード 牡4栗 57

55 △藤田菜七子柳内 光子氏 久保田貴士 日高 木村牧場 470＋ 61：10．7クビ 45．3�
59 タイセイマルス 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 B478－ 21：10．8	 6．9�
12 � ラッシュワールド 牡4栗 57 畑端 省吾小林 哲之氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム B474－ 61：11．12 99．4�
48 アンチャーテッド 牡4鹿 57

56 ☆木幡 初也吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 池添 安雄 442－101：11．31� 41．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，565，900円 複勝： 31，541，000円 枠連： 12，517，300円
馬連： 44，942，100円 馬単： 19，558，300円 ワイド： 34，463，600円
3連複： 69，304，700円 3連単： 86，231，100円 計： 319，124，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 480円 � 290円 � 360円 枠 連（3－7） 4，600円

馬 連 �� 9，080円 馬 単 �� 16，440円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 2，850円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 30，640円 3 連 単 ��� 181，210円

票 数

単勝票数 計 205659 的中 � 9266（9番人気）
複勝票数 計 315410 的中 � 16227（8番人気）� 30491（4番人気）� 22907（6番人気）
枠連票数 計 125173 的中 （3－7） 2105（25番人気）
馬連票数 計 449421 的中 �� 3833（36番人気）
馬単票数 計 195583 的中 �� 892（66番人気）
ワイド票数 計 344636 的中 �� 3260（36番人気）�� 3106（37番人気）�� 4629（25番人気）
3連複票数 計 693047 的中 ��� 1696（106番人気）
3連単票数 計 862311 的中 ��� 345（630番人気）

ハロンタイム 9．4―11．1―11．4―12．5―12．3―12．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．5―31．9―44．4―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マッジョネラ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 シンボリクリスエス

2014．5．13生 �4黒鹿 母 トレグラツィエ 母母 サ ビ ア ー レ 18戦2勝 賞金 23，100，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 コロニアルスタイル号の騎手横山武史は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・13番）
※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 ドゥドゥドゥ号
（非抽選馬） 1頭 ヘーザ号

3203411月10日 曇 良 （30福島3）第3日 第10競走 ��
��2，000�

み は る こ ま

三 春 駒 特 別
発走14時45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 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

35 バイオスパーク 牡3黒鹿55 丸山 元気宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 456－102：01．5 3．2�
611 トミケンボハテル 牡4芦 57 黛 弘人冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム B480－12 〃 クビ 6．8�
815 エイシンクリック 牡4鹿 57 �島 克駿�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 472＋ 22：01．6クビ 11．1�
59 モ ザ イ ク 牡4黒鹿57 川又 賢治吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 458－ 62：01．81	 15．9�
816 ダイシンクイント 牡4黒鹿57 木幡 巧也大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 478－ 4 〃 クビ 34．2�
23 ウ ォ ー ブ ル 牝4黒鹿55 木幡 初也 	ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 464－10 〃 アタマ 51．2

36 サ ン シ ロ ウ 牡4鹿 57 的場 勇人合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 490－ 4 〃 アタマ 7．3�
510
 ソールライト 牡3芦 55 勝浦 正樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 480－112：01．9� 30．6�
713 ゴールドパッキャオ 牡3栗 55 丸田 恭介増田 和啓氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 462－ 42：02．0� 5．4
612 ウインクリムゾン 牡4鹿 57 吉田 隼人�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 466－ 22：02．1� 15．4�
714 テイエムオスカー 牡3黒鹿55 田中 健竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム

牧場株式会社 494－ 22：02．2� 28．6�
11 モ ー ト ゥ ス 牡3黒鹿55 川須 栄彦吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502－ 42：02．3� 56．5�
48 
 リーゼントシャルフ 牡4鹿 57 柴山 雄一三浦 大輔氏 林 徹 千歳 社台ファーム 480－ 42：02．51	 65．9�
47 ブラックギムレット 牡4黒鹿57 荻野 極黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 446－ 62：02．6� 135．7�
12 グレンフィナン 3鹿 55 津村 明秀�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B478－ 22：02．7� 9．9�
24 マイネルプレッジ 牡7鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 444－102：02．8� 188．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，008，400円 複勝： 38，165，900円 枠連： 19，505，700円
馬連： 57，848，800円 馬単： 24，573，000円 ワイド： 41，962，500円
3連複： 86，403，600円 3連単： 104，568，800円 計： 399，036，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 240円 � 250円 枠 連（3－6） 680円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 620円 �� 700円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 5，180円 3 連 単 ��� 20，500円

票 数

単勝票数 計 260084 的中 � 63663（1番人気）
複勝票数 計 381659 的中 � 74344（1番人気）� 37669（4番人気）� 35018（5番人気）
枠連票数 計 195057 的中 （3－6） 21991（2番人気）
馬連票数 計 578488 的中 �� 29304（3番人気）
馬単票数 計 245730 的中 �� 7299（4番人気）
ワイド票数 計 419625 的中 �� 17908（3番人気）�� 15521（4番人気）�� 7240（16番人気）
3連複票数 計 864036 的中 ��� 12496（10番人気）
3連単票数 計1045688 的中 ��� 3697（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―35．9―48．6―1：01．4―1：14．1―1：25．8―1：37．8―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バイオスパーク �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2017．7．16 中京7着

2015．3．27生 牡3黒鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 12戦2勝 賞金 33，161，000円
※モートゥス号・リーゼントシャルフ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3203511月10日 曇 良 （30福島3）第3日 第11競走 ��
��1，700�福 島 放 送 賞

発走15時20分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

福島放送賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：40．9

良
重

713 ローレルリーベ 牡4栗 57 嘉藤 貴行 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 508± 01：45．6 5．0�
815� ヒルノサルバドール 牡5栗 57 横山 武史�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 448＋ 2 〃 ハナ 12．4�
35 ブライトリビング 牝5芦 55 吉田 隼人 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 61：45．7	 4．5�
610 シンゼンドリーム 牡5黒鹿57 津村 明秀原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 466＋ 21：45．91	 9．3�
47 メイスンスパート 
5栗 57 西田雄一郎梅村 浩氏 岩戸 孝樹 浦河 アイオイファーム B460＋ 41：46．0	 132．1	
22 クルークハイト 牝4芦 55 藤田菜七子 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 458－ 81：46．31� 11．1

34 フィルムフランセ 牝4鹿 55 松田 大作吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 492＋ 21：46．51 17．8�
712 リキサンダイオー 牡5黒鹿57 黛 弘人 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 460＋ 61：46．92	 44．8�
59 アンプラグド 
7芦 57 柴山 雄一諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 498＋ 41：47．0� 41．3
11 セルリアンアラシ 牡4栗 57 菱田 裕二�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 494＋ 41：47．53 4．2�
814� トーホウリーガル 牡5青鹿57 勝浦 正樹東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 520－10 〃 ハナ 92．5�
611 コスモバーダン 牡6鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 518－ 41：48．77 114．5�
23 ブルヴェルソン 牡3栗 55 川又 賢治 �シルクレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 41：49．33	 9．1�
58 サウンドマジック 牝4栗 55 荻野 極増田 雄一氏 和田正一郎 浦河 辻 牧場 450＋12 〃 ハナ 20．6�
46 ウォーターイーグル 牡6黒鹿57 川須 栄彦山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 524± 01：53．4大差 31．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，519，500円 複勝： 50，353，000円 枠連： 30，871，900円
馬連： 130，638，900円 馬単： 49，582，700円 ワイド： 70，290，000円
3連複： 205，072，300円 3連単： 248，487，200円 計： 822，815，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 290円 � 180円 枠 連（7－8） 1，950円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 5，050円

ワ イ ド �� 870円 �� 570円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 22，560円

票 数

単勝票数 計 375195 的中 � 59164（3番人気）
複勝票数 計 503530 的中 � 73973（3番人気）� 38568（6番人気）� 82093（2番人気）
枠連票数 計 308719 的中 （7－8） 12251（9番人気）
馬連票数 計1306389 的中 �� 35621（11番人気）
馬単票数 計 495827 的中 �� 7356（19番人気）
ワイド票数 計 702900 的中 �� 20396（7番人気）�� 32626（3番人気）�� 22089（6番人気）
3連複票数 計2050723 的中 ��� 38691（10番人気）
3連単票数 計2484872 的中 ��� 7983（52番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．4―12．5―12．9―12．2―12．8―12．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．2―41．7―54．6―1：06．8―1：19．6―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローレルリーベ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2017．3．5 中山3着

2014．3．25生 牡4栗 母 ケイアイメルヘン 母母 ブリーダーズフライト 8戦4勝 賞金 47，963，000円
〔制裁〕 コスモバーダン号の調教師水野貴広は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金30，000円。
〔その他〕 ウォーターイーグル号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕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。
※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。
（非抽選馬） 3頭 イェドプリオル号・オペラハット号・フクサンローズ号

3203611月10日 曇 良 （30福島3）第3日 第12競走 ��
��1，200�

そ う ま

相 馬 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56�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 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

24 メイショウシャチ 牡5鹿 57 岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 472± 01：09．8 6．8�
714 プリヴェット 牝3鹿 54 城戸 義政下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 474－ 41：10．01� 7．8�
713	 コスモペリドット 牡4栗 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新 Chouxmaani In-

vestments Ltd 500－ 81：10．1
 3．0�
35 タガノタイト 牡3鹿 56 �島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458－ 6 〃 クビ 13．2�
59 � サンマルスイート 牝4黒鹿55 木幡 初也相馬 勇氏 中野 栄治 日高 三城牧場 466＋ 21：10．31� 25．1	
47 ハートイズハート 牡5栗 57 勝浦 正樹北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 458－ 21：10．51 39．2

11 � マルカテノール 牡4鹿 57 菱田 裕二日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 クビ 68．3�
36 マ ッ タ ナ シ 牡4栗 57 木幡 巧也芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 482± 0 〃 アタマ 28．1�
816� レンベルガー 牡5青鹿57 丸田 恭介岡田 壮史氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 422－ 61：10．6クビ 76．1
611� マキナガラージュ 牡3栗 56 川須 栄彦野田 善己氏 村山 明 新冠 中村 弘昭 400－141：10．7 35．1�
815 スリーケープマンボ 牡3鹿 56 松田 大作永井商事� 武 英智 浦河 信岡牧場 496＋ 8 〃 クビ 3．4�
12 ユ ッ セ 牝5栗 55 長岡 禎仁�ミルファーム 大江原 哲 浦河 有限会社

松田牧場 488± 01：10．8 236．7�
510 マイネルエメ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム B464－ 61：10．9
 12．2�
23 	 サウンドスカイメサ 牝4鹿 55 小崎 綾也増田 雄一氏 村山 明 米 Equus Farm 440－ 41：11．11 48．6�
612 スケールアップ 牡5黒鹿57 嘉藤 貴行髙岡 浩行氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 496－111：11．31� 98．2�
48 ラブユーミー 牝4鹿 55 中井 裕二増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 506－ 6 〃 クビ 73．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，541，500円 複勝： 33，054，800円 枠連： 18，890，400円
馬連： 60，831，900円 馬単： 28，186，300円 ワイド： 39，630，800円
3連複： 91，638，200円 3連単： 123，011，600円 計： 421，785，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 200円 � 230円 � 140円 枠 連（2－7） 810円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 6，030円

ワ イ ド �� 980円 �� 480円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 26，850円

票 数

単勝票数 計 265415 的中 � 31209（3番人気）
複勝票数 計 330548 的中 � 39410（3番人気）� 31600（4番人気）� 76241（1番人気）
枠連票数 計 188904 的中 （2－7） 17858（2番人気）
馬連票数 計 608319 的中 �� 15062（10番人気）
馬単票数 計 281863 的中 �� 3500（19番人気）
ワイド票数 計 396308 的中 �� 9996（10番人気）�� 22057（2番人気）�� 13910（6番人気）
3連複票数 計 916382 的中 ��� 18944（7番人気）
3連単票数 計1230116 的中 ��� 3321（63番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．2―12．1―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―34．0―46．1―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウシャチ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．11．21 京都1着

2013．3．17生 牡5鹿 母 マチカネモユルコイ 母母 マチカネモユル 25戦3勝 賞金 33，252，000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 シェヴェルニー号



（30福島3）第3日 11月10日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

181，800，000円
2，590，000円
20，970，000円
1，980，000円
20，090，000円
75，198，500円
4，680，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
259，670，600円
377，887，800円
155，163，800円
551，840，800円
249，991，700円
385，832，300円
829，020，000円
1，031，114，600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 3，840，521，600円

総入場人員 9，340名 （有料入場人員 7，447名）
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