
3202511月9日 晴 良 （1福島3） 第3日 第1競走 ��1，700�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

牝；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

34 ラルゲッツァ 牝2栗 54
53 ☆西村 淳也 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 61：48．6 2．6�
58 ラ マ ト リ ス 牝2芦 54

52 △斎藤 新吉田 晴哉氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 524－ 21：49．34 7．5�

815 スマートラビリンス 牝2栗 54
53 ☆横山 武史大川 徹氏 小崎 憲 日高 株式会社ス

マート 446－ 41：49．51� 8．5�
814 ペイシャバイカ 牝2栗 54

51 ▲団野 大成北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか ニシケンフアーム 494－ 21：50．24 78．4�
47 ネージュフォレスト 牝2栗 54 石川裕紀人落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B496－ 41：50．52 8．5�
46 フォンテーヌ 牝2青鹿54 丹内 祐次島川 	哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 502－ 81：50．6� 58．8

712 セントガブリエル 牝2芦 54

53 ☆菊沢 一樹馬目 卓氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 B456－ 41：51．02� 7．0�
35 クリノテルチャン 牝2栗 54 横山 和生栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 山田牧場 482＋ 41：51．21� 67．7�
713 ハーツデライト 牝2栗 54 吉田 隼人 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム B450＋ 61：51．62� 344．4
23 ラ ラ ラ 牝2黒鹿 54

51 ▲菅原 明良 Him Rock Racing
ホールディングス� 武市 康男 日高 船越牧場 402－101：52．13 83．7�

610 ララキューン 牝2鹿 54 丸田 恭介永見 貴昭氏 新開 幸一 日高 荒井ファーム 496－121：52．41� 72．9�
59 プ ー ラ ン 牝2青鹿54 柴山 雄一梶原 哲朗氏 清水 英克 新ひだか 原 弘之 478－ 41：52．5� 178．7�
22 トウカイマナ 牝2栗 54 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 462± 01：52．6クビ 15．1�
611 クロワルース 牝2青鹿54 三浦 皇成 �シルクレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 21：52．91� 6．4�
11 ティアップレディー 牝2芦 54 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 454± 01：54．7大差 151．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，740，600円 複勝： 24，390，300円 枠連： 6，120，200円
馬連： 29，630，500円 馬単： 15，449，400円 ワイド： 22，633，200円
3連複： 44，679，600円 3連単： 49，366，600円 計： 209，010，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 190円 � 200円 枠 連（3－5） 1，070円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 460円 �� 420円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 7，390円

票 数

単勝票数 計 167406 的中 � 52105（1番人気）
複勝票数 計 243903 的中 � 64453（1番人気）� 28157（3番人気）� 27190（4番人気）
枠連票数 計 61202 的中 （3－5） 4405（4番人気）
馬連票数 計 296305 的中 �� 21383（3番人気）
馬単票数 計 154494 的中 �� 7508（3番人気）
ワイド票数 計 226332 的中 �� 12815（3番人気）�� 14203（2番人気）�� 8618（9番人気）
3連複票数 計 446796 的中 ��� 17409（3番人気）
3連単票数 計 493666 的中 ��� 4837（7番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．8―43．8―57．1―1：09．8―1：22．4―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラルゲッツァ �
�
父 グランデッツァ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2019．6．1 阪神2着

2017．2．21生 牝2栗 母 ラ イ カ ー ト 母母 ウェディングバンド 4戦1勝 賞金 9，800，000円
〔その他〕 ラルゲッツァ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティアップレディー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月9日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ラルゲッツァ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年12月9日まで出走できない。

3202611月9日 晴 良 （1福島3） 第3日 第2競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
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
1：43．1
1：40．9

不良
重

69 メ ラ ン 牡3黒鹿55 吉田 隼人中辻 明氏 奥村 豊 青森 谷川 博勝 516＋141：46．5 7．7�
814 ラ ー ジ ヒ ル 牡3鹿 55

54 ☆横山 武史�リーヴァ 林 徹 新ひだか 三石橋本牧場 476＋ 2 〃 ハナ 2．8�
711 スペースクラフト �3芦 55 秋山真一郎 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 490＋ 21：46．71� 4．8�
813 テ ィ タ ー ヌ 牡3鹿 55 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 千歳 社台ファーム 452－ 41：46．8� 16．0�
712 オウケンスターダム 牡5鹿 57

56 ☆川又 賢治福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 478－ 61：47．01� 7．5	
22 	 ディープスピリッツ 牡5鹿 57 丹内 祐次菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 464－121：47．21 45．5

57 グッドヘルスバイオ 牡3芦 55

52 ▲団野 大成バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 472＋101：47．3� 8．2�
610 ゴールドアックス 牡3鹿 55

52 ▲小林 凌大 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 416－ 41：47．51� 29．4�
11 メイショウバルコラ 牡4鹿 57

56 ☆西村 淳也松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 508－ 6 〃 ハナ 15．6
33 ト ゥ ル ボ ー 牡3栗 55 勝浦 正樹�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ B490－ 21：47．81
 9．6�
46 	 スフィーダグリーン 牡5鹿 57 横山 和生寳寄山拓樹氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 550－141：48．65 143．0�
34 ラブサンキュー 牝3鹿 53 伴 啓太増田 陽一氏 星野 忍 日高 奥山 博 462＋ 21：49．66 124．3�
45 ファントムメナス 牡4黒鹿57 藤井勘一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石栗 龍彦 日高 広富牧場 B526± 01：49．7� 160．2�
58 イサチルケイ 牝3栗 53

51 △斎藤 新小坂 功氏 大根田裕之 浦河 大北牧場 B450－121：51．7大差 159．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 16，910，400円 複勝： 23，386，600円 枠連： 7，406，100円
馬連： 26，245，500円 馬単： 13，340，400円 ワイド： 21，991，600円
3連複： 38，179，800円 3連単： 41，671，000円 計： 189，131，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 240円 � 130円 � 150円 枠 連（6－8） 910円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 550円 �� 830円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 13，900円

票 数

単勝票数 計 169104 的中 � 17561（4番人気）
複勝票数 計 233866 的中 � 18765（5番人気）� 60418（1番人気）� 40237（2番人気）
枠連票数 計 74061 的中 （6－8） 6268（2番人気）
馬連票数 計 262455 的中 �� 15678（4番人気）
馬単票数 計 133404 的中 �� 3205（10番人気）
ワイド票数 計 219916 的中 �� 9904（6番人気）�� 6226（10番人気）�� 21833（1番人気）
3連複票数 計 381798 的中 ��� 15170（3番人気）
3連単票数 計 416710 的中 ��� 2173（33番人気）

ハロンタイム 6．8―11．5―12．4―13．3―12．4―12．2―12．7―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．3―30．7―44．0―56．4―1：08．6―1：21．3―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メ ラ ン �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．3．2 阪神1着

2016．5．10生 牡3黒鹿 母 ミネルバローズ 母母 ミネルバサウンド 4戦2勝 賞金 16，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イサチルケイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月9日まで平地競走

に出走できない。
※ラブサンキュー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

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9日 晴 良 （1福島3） 第3日 第3競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走10時45分 （芝・右）
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
1：59．6

良
良

812 マイネルソラス 牡2芦 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 浦河 荻伏三好フ

アーム 470＋ 42：02．2 6．6�
11 ミスミルドレッド 牝2黒鹿 54

52 △斎藤 新丸山 担氏 小島 茂之 洞�湖 レイクヴィラファーム 440＋ 42：02．51� 1．9�
56 クリノブレーヴ 牡2鹿 55 中井 裕二栗本 博晴氏 長谷川浩大 青森 イズモリファーム 462＋ 82：02．82 21．4�
22 メイショウヒトハル 牝2黒鹿54 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 482－ 6 〃 ハナ 20．7�
33 タマノシュシュ 牝2青 54

53 ☆横山 武史玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 斉藤英牧場 420－ 82：03．01	 4．9�
711 マイネルパイオニア 牡2鹿 55 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 浦河 ガーベラパー
クスタツド 462± 02：03．1
 52．3	

44 レディトゥラン 牝2鹿 54
51 ▲菅原 明良 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 日高 天羽牧場 414＋ 22：03．2� 12．5


68 コスモイダマシネ 牡2芦 55 国分 優作 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 446－102：03．3
 187．7�
813 ケイアイタカプナ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 462＋ 62：03．4
 23．1
57 エ ナ ミ ル ク 牝2鹿 54

51 ▲団野 大成宮原 廣伸氏 伊藤 大士 新ひだか 山際牧場 494＋ 62：03．5クビ 174．6�
45 グローバルノヴェル 牡2鹿 55

54 ☆森 裕太朗窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 448－ 22：03．71	 275．0�
69 キタノギャラクシー 牡2鹿 55

54 ☆川又 賢治北所 直人氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 478± 02：03．8
 19．1�
710 エ ク シ ア 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹田原 邦男氏 小島 茂之 新冠 パカパカ
ファーム 472－ 82：04．86 105．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，427，500円 複勝： 57，143，200円 枠連： 6，600，600円
馬連： 27，996，300円 馬単： 19，347，200円 ワイド： 23，580，000円
3連複： 40，573，500円 3連単： 66，780，400円 計： 264，448，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 170円 � 110円 � 320円 枠 連（1－8） 440円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，410円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，670円 3 連 単 ��� 15，800円

票 数

単勝票数 計 224275 的中 � 28336（3番人気）
複勝票数 計 571432 的中 � 39306（3番人気）� 370854（1番人気）� 16080（6番人気）
枠連票数 計 66006 的中 （1－8） 11370（2番人気）
馬連票数 計 279963 的中 �� 40246（2番人気）
馬単票数 計 193472 的中 �� 8503（5番人気）
ワイド票数 計 235800 的中 �� 20463（2番人気）�� 3937（18番人気）�� 8303（8番人気）
3連複票数 計 405735 的中 ��� 11372（9番人気）
3連単票数 計 667804 的中 ��� 3063（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―34．7―47．9―1：01．3―1：14．4―1：26．2―1：38．3―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F36．0
1
3
2，9－（7，13）（6，12）11（3，4，10）－1－8－5
8，2，9（7，12，13）（6，11，10）1（3，4）－5

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

勝馬の
紹 介

マイネルソラス �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2019．7．20 福島4着

2017．4．5生 牡2芦 母 マイネアロマ 母母 ダイイチビビット 5戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 コスモイダマシネ号の騎手国分優作は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

3202811月9日 晴 良 （1福島3） 第3日 第4競走 ��1，200�2歳未勝利
発走11時15分 （芝・右）

牝；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

612 シオミチクレバ 牝2鹿 54 蛯名 正義谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 478± 01：10．2 8．1�
815 コスモアンジュ 牝2鹿 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 武藤 善則 新冠 安達 洋生 468± 0 〃 クビ 9．3�
48 ディーバダンス 牝2鹿 54

52 △斎藤 新田頭 勇貴氏 大江原 哲 むかわ 新井牧場 448－ 41：10．62� 52．3�
816 タナノフローラ 牝2鹿 54

53 ☆西村 淳也田中 俊彰氏 清水 久詞 安平 追分ファーム 446－101：10．7クビ 36．1�
24 シアープレジャー 牝2鹿 54

51 ▲大塚 海渡岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 412± 0 〃 ハナ 121．1�
23 セ ル レ ア 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹�パニオロ 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 454－ 2 〃 クビ 4．2	
11 ビーポーレン 牝2鹿 54 三浦 皇成
ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 468＋ 61：10．8� 8．8�
47 オニンギョウサン 牝2鹿 54 黛 弘人
ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 438＋ 41：10．9� 60．1�
714 ク サ ヒ バ リ 牝2黒鹿 54

51 ▲菅原 明良須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 424－ 2 〃 ハナ 8．6�

35 トリプルシックス 牝2黒鹿54 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 468＋ 21：11．0� 43．8�
36 リオマッジョーレ 牝2栗 54 長岡 禎仁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 竹内 正洋 新ひだか 藤沢牧場 434－ 21：11．1� 137．1�
59 シャイニールミナス 牝2鹿 54

53 ☆横山 武史田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 芳住 鉄兵 448－ 2 〃 クビ 12．1�
713 クリノアマリリス 牝2鹿 54

51 ▲団野 大成栗本 守氏 荒川 義之 日高 下河辺牧場 426＋ 61：11．41� 3．2�
611 ノーワンタッチミー 牝2鹿 54 酒井 学岡田 牧雄氏 天間 昭一 平取 原田 新治 412－ 41：11．5� 408．7�
12 グレイトサンディー 牝2栗 54 柴山 雄一大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 442＋101：11．6クビ 179．9�
510 ビ チ ュ リ ス 牝2鹿 54 嶋田 純次
ミルファーム 蛯名 利弘 新冠 ハクツ牧場 404± 01：11．81� 635．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，543，500円 複勝： 31，723，700円 枠連： 8，983，500円
馬連： 32，801，300円 馬単： 15，350，200円 ワイド： 26，140，500円
3連複： 47，130，800円 3連単： 53，051，000円 計： 236，724，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 340円 � 290円 � 1，100円 枠 連（6－8） 2，250円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 5，070円 �� 3，550円

3 連 複 ��� 44，570円 3 連 単 ��� 184，020円

票 数

単勝票数 計 215435 的中 � 22237（3番人気）
複勝票数 計 317237 的中 � 25227（7番人気）� 31568（4番人気）� 6579（10番人気）
枠連票数 計 89835 的中 （6－8） 3090（10番人気）
馬連票数 計 328013 的中 �� 8441（13番人気）
馬単票数 計 153502 的中 �� 2068（26番人気）
ワイド票数 計 261405 的中 �� 6240（14番人気）�� 1302（44番人気）�� 1873（31番人気）
3連複票数 計 471308 的中 ��� 793（102番人気）
3連単票数 計 530510 的中 ��� 209（429番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．4―11．7―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．7―46．4―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シオミチクレバ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．8．4 新潟2着

2017．4．4生 牝2鹿 母 オメガセニョリーナ 母母 シ ョ ー コ 4戦1勝 賞金 8，550，000円
〔制裁〕 タナノフローラ号の騎手西村淳也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14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。
（非当選馬） 1頭 キリシマブリッジ号追 加 記 事（第 3回福島競馬第 1日第 8競走）

〔その他〕　　ベルテックスロード号は，競走中に疾病〔右第 3手根骨矢状骨折及び右橈骨遠
位端骨折〕を発症。なお，同馬は「3走成績による出走制限」の適用を除外。



3202911月9日 晴 良 （1福島3） 第3日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時05分 （芝・右）

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
1：59．9
1：59．6

良
良

59 シーズンズギフト 牝2青鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 476 ―2：03．6 1．9�
814 キングオブドラゴン 牡2黒鹿55 三浦 皇成窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 496 ―2：03．81� 5．2�
35 エコロタイガー 牡2芦 55

52 ▲菅原 明良原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 宮内牧場 526 ―2：04．22� 9．0�
713 マーチクイーン 牝2黒鹿 54

51 ▲団野 大成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加藤士津八 日高 槇本牧場 450 ―2：04．83� 73．8�

34 ラティチュード 牡2黒鹿55 中井 裕二�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 482 ―2：05．01� 12．1	
46 シゲルカイオウセイ 牡2芦 55 丹内 祐次森中 蕃氏 田中 清隆 浦河 ディアレスト

クラブ 518 ―2：05．1� 10．8

610 モンテマツリ 牝2鹿 54

53 ☆横山 武史毛利 元昭氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 444 ―2：05．63 16．3�
47 サ ノ ノ ボ ス 牡2鹿 55

53 △斎藤 新佐野 信幸氏 斎藤 誠 日高 豊洋牧場 426 ―2：05．91� 33．3�
23 ラシックアンレーヴ 牝2青 54 石川裕紀人西森 功氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 498 ―2：06．0� 91．2
58 カフェメモワール 牝2青鹿 54

51 ▲大塚 海渡西川 恭子氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 448 ― 〃 クビ 75．9�
815 ジュンヴァドス 牝2黒鹿54 吉田 隼人河合 裕明氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 412 ―2：06．31� 32．4�
611 クールサンタ 牡2青鹿55 柴田 善臣村島 昭男氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 458 ―2：06．51� 81．3�
712 ロードクリーガー 牡2黒鹿55 長岡 禎仁藤田 孟司氏 高橋 亮 日高 モリナガファーム 452 ―2：06．6クビ 135．4�
22 カシノレボルシオン 牡2鹿 55 藤井勘一郎柏木 務氏 谷 潔 新冠 村田牧場 488 ―2：08．4大差 59．9�
11 ファイナルブション 牝2青鹿54 丸田 恭介廣崎利洋HD� 青木 孝文 新冠 川上牧場 436 ―2：08．6� 113．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，150，200円 複勝： 24，178，300円 枠連： 8，906，200円
馬連： 28，173，400円 馬単： 15，404，800円 ワイド： 23，935，100円
3連複： 40，885，200円 3連単： 52，287，500円 計： 215，920，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 170円 枠 連（5－8） 460円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 230円 �� 360円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 3，650円

票 数

単勝票数 計 221502 的中 � 93878（1番人気）
複勝票数 計 241783 的中 � 89776（1番人気）� 34481（2番人気）� 26446（3番人気）
枠連票数 計 89062 的中 （5－8） 14753（1番人気）
馬連票数 計 281734 的中 �� 41922（1番人気）
馬単票数 計 154048 的中 �� 14411（1番人気）
ワイド票数 計 239351 的中 �� 29730（1番人気）�� 16346（3番人気）�� 8326（6番人気）
3連複票数 計 408852 的中 ��� 21299（2番人気）
3連単票数 計 522875 的中 ��� 10385（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．0―36．4―49．9―1：03．5―1：16．5―1：28．7―1：40．7―1：52．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9
1
3
7，12，5（4，13）14（3，11，9）（6，15）8，10－1－2
7（12，5，14）（4，9）13，6（3，15）10（11，8）1－2

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

勝馬の
紹 介

シーズンズギフト �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ゼンノロブロイ 初出走

2017．2．22生 牝2青鹿 母 シーズンズベスト 母母 シ ー ズ ア ン 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3203011月9日 晴 良 （1福島3） 第3日 第6競走 ��1，150�3歳以上1勝クラス
発走12時35分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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

815 カシマフウリン 牝4栗 55
52 ▲団野 大成松浦 一久氏 加藤士津八 新ひだか 金舛 幸夫 B482－121：09．3 6．1�

59 ホ マ レ 牝4鹿 55 秋山真一郎 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 増本 良孝 456－ 21：09．61� 24．5�

24 マリアルージュ 牝3青鹿54 吉田 隼人河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 456＋ 2 〃 クビ 4．8�
612� クリノクノイチ 牝4黒鹿 55

54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 448－ 6 〃 アタマ 21．0�
23 � アメリカズハート 牝4栗 55

54 ☆西村 淳也栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか U・M・A 474－ 8 〃 ハナ 82．8�
714 ア ポ ロ ア ミ 牝4鹿 55 三浦 皇成アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 460± 01：09．81 9．5	
11 ロマンスマジック 牝5栗 55

52 ▲菅原 明良
ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 460＋14 〃 ハナ 75．7�
12 テイエムメロディー 牝3鹿 54 酒井 学竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 456± 0 〃 ハナ 44．6�
510 シゲルスピネル 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム B450－ 41：09．9	 7．9
35 � ブロンドキュート 牝4栗 55

54 ☆菊沢 一樹 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 前野牧場 B442－ 81：10．0	 54．8�
47 ドゥモワゼル 牝5鹿 55 横山 和生小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 458－ 41：10．21 176．9�
36 � メープルリキュール 牝4栗 55

53 △斎藤 新 
社台レースホース竹内 正洋 千歳 社台ファーム 452＋ 21：10．3	 9．3�
48 タガノブディーノ 牝4栗 55 荻野 極八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 21：10．61� 49．8�
611 サリーバランセ 牝3栗 54

53 ☆横山 武史黒須不二男氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 468± 01：10．81
 7．6�
816 ブルーファンク 牝3栗 54 �島 克駿市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 440－ 41：10．9クビ 4．4�
713 ウ ー マ ッ ハ 牝5鹿 55 勝浦 正樹鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 484± 01：11．11
 99．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，839，400円 複勝： 31，646，500円 枠連： 10，562，000円
馬連： 34，871，100円 馬単： 15，870，700円 ワイド： 31，909，200円
3連複： 53，651，100円 3連単： 58，959，800円 計： 258，309，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 280円 � 730円 � 200円 枠 連（5－8） 860円

馬 連 �� 6，250円 馬 単 �� 10，100円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 1，100円 �� 4，390円

3 連 複 ��� 22，750円 3 連 単 ��� 114，290円

票 数

単勝票数 計 208394 的中 � 26998（3番人気）
複勝票数 計 316465 的中 � 29843（6番人気）� 9296（10番人気）� 49739（2番人気）
枠連票数 計 105620 的中 （5－8） 9423（3番人気）
馬連票数 計 348711 的中 �� 4321（25番人気）
馬単票数 計 158707 的中 �� 1178（47番人気）
ワイド票数 計 319092 的中 �� 3909（24番人気）�� 7679（12番人気）�� 1828（47番人気）
3連複票数 計 536511 的中 ��� 1768（75番人気）
3連単票数 計 589598 的中 ��� 374（376番人気）

ハロンタイム 9．4―10．8―11．2―12．0―12．6―13．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．2―31．4―43．4―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシマフウリン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー 2017．12．2 中山8着

2015．4．10生 牝4栗 母 ウィンワーシップ 母母 カチウマキャシー 16戦2勝 賞金 21，900，000円



3203111月9日 晴 良 （1福島3） 第3日 第7競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時05分 （芝・右）（500万円以下）

若手騎手；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

36 レッドルチア 牝5黒鹿 55
52 ▲菅原 明良 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 424－ 41：09．2 3．0�

12 アスタービーナス 牝4鹿 55 �島 克駿加藤 久枝氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 406－ 21：09．41� 8．3�
816 ノーブルスコア 牝3青鹿54 荻野 極二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 446－ 6 〃 ハナ 4．9�
59 ロカマドール 牝3鹿 54

51 ▲大塚 海渡中村 祐子氏 尾形 和幸 新ひだか 三石橋本牧場 446－ 2 〃 ハナ 38．7�
23 ス キ ッ プ 牡3黒鹿 56

55 ☆西村 淳也�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 464＋ 2 〃 クビ 10．0�
611 ホーリーライン 牝3青鹿 54

53 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 420－ 81：09．5クビ 7．9	

713 ナ デ ィ ア 牝4鹿 55
52 ▲団野 大成�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 412－ 8 〃 クビ 35．5

35 グリニッチヴィレジ 牝6黒鹿55 木幡 初也 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 438－ 41：09．6クビ 143．5�
510� シーアフェアリー 牝4栗 55

54 ☆川又 賢治�G1レーシング 高柳 大輔 安平 追分ファーム 454＋ 2 〃 クビ 55．9�
714 マイネルパッセ 牡6栗 57 石川裕紀人 �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 466＋ 41：09．81 19．3
815 エイトマイル 牡3芦 56

54 △斎藤 新 Him Rock Racing
ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 486＋ 2 〃 クビ 11．4�

47 リリカルドリーム 牝4黒鹿 55
54 ☆森 裕太朗水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 446－ 61：10．01 51．8�

612 アールランペイジ 牡3鹿 56
55 ☆横山 武史前原 敏行氏 伊藤 大士 平取 北島牧場 492－12 〃 クビ 9．5�

24 ヤマチョウヴォイス 牡3黒鹿 56
53 ▲小林 凌大長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 452－ 2 〃 ハナ 74．2�

11 � ヴィヴィアナガール 牝4芦 55
52 ▲三津谷隼人�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 482＋ 61：10．53 118．9�

48 � クリノマンジェリカ 牝3青鹿54 井上 敏樹栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 村上牧場 440－ 41：11．03 152．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，447，400円 複勝： 30，708，900円 枠連： 11，389，800円
馬連： 37，077，800円 馬単： 15，807，600円 ワイド： 30，711，500円
3連複： 50，400，400円 3連単： 57，611，700円 計： 255，155，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 220円 � 180円 枠 連（1－3） 1，280円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 490円 �� 400円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 9，800円

票 数

単勝票数 計 214474 的中 � 56943（1番人気）
複勝票数 計 307089 的中 � 69512（1番人気）� 29659（4番人気）� 42210（2番人気）
枠連票数 計 113898 的中 （1－3） 6859（4番人気）
馬連票数 計 370778 的中 �� 24067（2番人気）
馬単票数 計 158076 的中 �� 5836（3番人気）
ワイド票数 計 307115 的中 �� 15924（3番人気）�� 20534（1番人気）�� 10869（5番人気）
3連複票数 計 504004 的中 ��� 17423（1番人気）
3連単票数 計 576117 的中 ��� 4258（6番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．2―11．7―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．1―45．8―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドルチア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Selkirk デビュー 2016．10．22 東京1着

2014．2．23生 牝5黒鹿 母 サ セ ッ テ ィ 母母 My Potters 17戦2勝 賞金 23，500，000円
〔発走状況〕 リリカルドリーム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 レッドルチア号の騎手菅原明良は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
〔調教再審査〕 リリカルドリーム号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スリーマグナム号

3203211月9日 晴 良 （1福島3） 第3日 第8競走 ��2，600�3歳以上1勝クラス
発走13時35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
2：37．1

良
良

612 エクスプローシブ 牡3栗 55
54 ☆横山 武史 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 82：42．0 4．7�
59 カ ラ ミ ン サ 牝3黒鹿 53

50 ▲団野 大成吉田 和美氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 476－102：42．1� 19．8�
11 ウインレーヴドール 牡4黒鹿57 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム B458－ 62：42．2� 14．1�
510 ロビンズソング �4黒鹿57 柴山 雄一吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B516－ 82：42．41� 49．5�
35 ヤマカツシシマル 牡3青鹿55 荻野 極山田 和夫氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 476－ 22：42．61	 33．3	
23 ビギングローリー 牡3芦 55 吉田 隼人窪田 康志氏 中川 公成 平取 坂東牧場 B466－ 2 〃 クビ 20．8

816 デサフィアンテ 牝4黒鹿55 三浦 皇成 �キャロットファーム 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 488＋ 4 〃 同着 11．5�
12 ハンターバレー 牡3栗 55

52 ▲大塚 海渡村木 隆氏 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 480＋ 22：42．7クビ 6．9�
713 ミレフォリウム 牝4鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 480± 02：43．02 20．0
611
 レッドフィオナ 牝4芦 55 �島 克駿 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 442－162：43．1� 8．2�
48 ヘ リ オ ス �3黒鹿 55

54 ☆西村 淳也�桑田牧場 寺島 良 浦河 桑田牧場 468＋14 〃 クビ 10．5�
36 ポベーダテソーロ 牡3鹿 55

52 ▲菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 472＋182：43．3� 18．2�

24 ブルースカイハーツ 牡5黒鹿 57
55 △斎藤 新 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 436－ 2 〃 ハナ 4．7�
815 ファントムグレイ 牡6芦 57 木幡 初也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 B428＋ 2 〃 クビ 34．2�
47 サツキユニヴァース 牝5栗 55

52 ▲小林 凌大小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 田中 裕之 454－102：43．4クビ 153．0�
714 ディスモーメント 牡3黒鹿55 秋山真一郎大塚 亮一氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 506－ 62：44．25 42．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，215，600円 複勝： 27，718，500円 枠連： 12，708，700円
馬連： 35，301，500円 馬単： 16，273，300円 ワイド： 30，091，500円
3連複： 56，656，600円 3連単： 58，036，100円 計： 258，001，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 630円 � 300円 枠 連（5－6） 2，870円

馬 連 �� 7，840円 馬 単 �� 15，230円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 1，240円 �� 3，660円

3 連 複 ��� 27，060円 3 連 単 ��� 153，000円

票 数

単勝票数 計 212156 的中 � 35707（1番人気）
複勝票数 計 277185 的中 � 49329（1番人気）� 9342（11番人気）� 23078（5番人気）
枠連票数 計 127087 的中 （5－6） 3429（12番人気）
馬連票数 計 353015 的中 �� 3486（38番人気）
馬単票数 計 162733 的中 �� 801（69番人気）
ワイド票数 計 300915 的中 �� 3013（35番人気）�� 6422（8番人気）�� 2083（53番人気）
3連複票数 計 566566 的中 ��� 1570（102番人気）
3連単票数 計 580361 的中 ��� 275（578番人気）

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

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�
13．1―25．3―38．3―51．0―1：04．0―1：16．1―1：28．9―1：41．8―1：53．9―2：05．5―2：17．5―2：29．2

コーナー
通過順位

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

2
�

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

エクスプローシブ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Monsun デビュー 2018．12．28 中山5着

2016．2．18生 牡3栗 母 ラルナデミエル 母母 La Hermana 8戦1勝 賞金 16，750，000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。
（非抽選馬） 2頭 クルミネイト号・ジュベルハフィート号



3203311月9日 晴 良 （1福島3） 第3日 第9競走 ��
��1，150�3歳以上1勝クラス

発走14時10分 （500万円以下） （ダート・右）
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 サンマルベスト 牡3栗 56 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 464－ 21：08．8 62．1�

11 シルバーストーン 牡5芦 57 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 502＋ 21：09．01� 8．6�
612 ア ス カ リ 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B500－ 2 〃 アタマ 14．6�
611	 パンサーバローズ 牡5黒鹿57 吉田 隼人猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 WinStar

Farm, LLC 504± 01：09．1クビ 2．0�
48 コトブキハウンド 牡4鹿 57 伊藤 工真尾上 松壽氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 482－12 〃 アタマ 36．5�
23 オースミムテキ 牡3黒鹿56 丸山 元気�オースミ 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 466＋ 21：09．2� 5．8	
36 ロードシュタルク 牡3栗 56

54 △斎藤 新 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 440－ 21：09．3
 62．5

713	 アメリカンソレイユ 牡3栗 56 酒井 学吉澤 克己氏 藤岡 健一 米

S－B2010 J.V. No．
2 and Summer
Wind Equine

460－ 2 〃 アタマ 40．4�
47 スズカアカデミー 牡5鹿 57

56 ☆森 裕太朗永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 492－121：09．4クビ 47．3�
35 レ サ イ ヤ 牡3黒鹿 56

55 ☆西村 淳也落合 稔氏 今野 貞一 厚真 阿部 栄乃進 498＋121：09．5� 30．9
815 ラタンドレス 牝6鹿 55 秋山真一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 468－141：09．71� 19．9�
510 コスモリミックス 牡3青 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 剛 浦河 酒井牧場 440－ 41：09．8� 39．4�
816 ア ン ビ ル �3黒鹿56 荻野 極�菅井牧場 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 462－12 〃 ハナ 87．6�
59 アペタイザー 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 日高 下河辺牧場 500－101：10．11
 6．9�
24 ナイツブリッジ 牡4黒鹿57 柴山 雄一村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 506± 01：10．2� 101．2�
12 ウォーターマゼラン 牡3芦 56

53 ▲団野 大成山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 488＋ 6 〃 クビ 27．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，016，600円 複勝： 32，240，200円 枠連： 9，716，200円
馬連： 37，768，900円 馬単： 17，574，100円 ワイド： 30，989，300円
3連複： 53，607，600円 3連単： 67，607，000円 計： 272，519，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，210円 複 勝 � 1，190円 � 250円 � 430円 枠 連（1－7） 6，080円

馬 連 �� 19，000円 馬 単 �� 43，780円

ワ イ ド �� 5，030円 �� 12，170円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 99，760円 3 連 単 ��� 790，560円

票 数

単勝票数 計 230166 的中 � 2962（13番人気）
複勝票数 計 322402 的中 � 6158（14番人気）� 39277（4番人気）� 19253（5番人気）
枠連票数 計 97162 的中 （1－7） 1237（21番人気）
馬連票数 計 377689 的中 �� 1540（48番人気）
馬単票数 計 175741 的中 �� 301（103番人気）
ワイド票数 計 309893 的中 �� 1588（48番人気）�� 651（85番人気）�� 2907（26番人気）
3連複票数 計 536076 的中 ��� 403（208番人気）
3連単票数 計 676070 的中 ��� 62（1395番人気）

ハロンタイム 9．3―10．8―11．1―12．1―12．5―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．3―20．1―31．2―43．3―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルベスト �
�
父 キングズベスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．12．28 中山2着

2016．4．2生 牡3栗 母 ジョウノオーロラ 母母 ミヤビサクラコ 8戦2勝 賞金 16，050，000円
〔その他〕 パンサーバローズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 パンサーバローズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年12月9日まで出走できない。
※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 トモジャスティス号・ニシノゴウウン号

3203411月9日 晴 良 （1福島3） 第3日 第10競走 ��1，800�
み は る こ ま

三 春 駒 特 別
発走14時45分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス（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

711 グレイテスト 牝3芦 53 三浦 皇成荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 466－ 41：49．3 1．9�
814 マイネルウィルトス 牡3黒鹿55 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 460＋ 41：49．72� 4．3�
610 ラルムドール 牡4鹿 57 柴山 雄一 �社台レースホース武 英智 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 41：49．91� 20．7�
58 スーパーブレイク 牡5黒鹿57 吉田 隼人堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 466－ 4 〃 アタマ 96．3�
33 レッドルーヴル 牝3黒鹿53 荻野 極 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 460－ 2 〃 アタマ 110．1	
34 ヒドゥンパラメータ 牡5鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 458－ 41：50．0� 11．3

11 シャドウセッション 牡3鹿 55 柴田 善臣飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 518－ 41：50．1クビ 23．8�
57 ダイイチターミナル 牡5鹿 57 菅原 明良�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 454－ 2 〃 ハナ 19．2�
813 ライトカラカゼ 牡4鹿 57 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 478＋ 4 〃 クビ 13．3
46 レッドジェニファー 牝3栗 53 酒井 学 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 432－ 41：50．2クビ 61．3�
712 ア ラ ス カ 牝3鹿 53 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 394－ 81：50．41� 27．4�
69 コスモレリア 牡4栗 57 国分 優作 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 61：50．61� 52．1�
45 マジストラル 牡3鹿 55 西村 淳也 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B486－ 6 〃 クビ 8．6�
22 パ フ ォ ー ム 牝5鹿 55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 41：50．81� 143．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，170，300円 複勝： 41，044，700円 枠連： 14，246，400円
馬連： 57，885，800円 馬単： 26，780，100円 ワイド： 41，971，200円
3連複： 81，941，400円 3連単： 101，224，100円 計： 397，264，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 150円 � 490円 枠 連（7－8） 310円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，010円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 10，820円

票 数

単勝票数 計 321703 的中 � 128752（1番人気）
複勝票数 計 410447 的中 � 123515（1番人気）� 72730（2番人気）� 12890（9番人気）
枠連票数 計 142464 的中 （7－8） 35545（1番人気）
馬連票数 計 578858 的中 �� 98059（1番人気）
馬単票数 計 267801 的中 �� 30108（1番人気）
ワイド票数 計 419712 的中 �� 55590（1番人気）�� 9637（12番人気）�� 6417（19番人気）
3連複票数 計 819414 的中 ��� 18172（9番人気）
3連単票数 計1012241 的中 ��� 6782（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．4―50．5―1：03．0―1：14．6―1：25．9―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．7
1
3
10，11，6，13，2（9，5）（4，12）（3，1，14）（7，8）
10（11，13）（6，9，5）（2，14，12）（4，8）（3，1，7）

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

勝馬の
紹 介

グレイテスト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．10．14 東京2着

2016．2．24生 牝3芦 母 コリンシアン 母母 イグザルテーション 12戦2勝 賞金 34，683，000円
〔その他〕 レッドジェニファー号は，馬場入場前に落鉄。蹄鉄を再装着できず，両後肢の蹄鉄を装着せずに出走。



3203511月9日 晴 良 （1福島3） 第3日 第11競走 ��
��1，700�

お う う

奥羽ステークス
発走15時20分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳
55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

814 ナムラカメタロー 牡3黒鹿55 石川裕紀人奈村 睦弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 八田ファーム 496－ 21：45．5 5．2�
611� ジ ェ ミ ニ ズ 牡5栗 57 丸田 恭介ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 516－101：45．71	 29．5�
35 クリノフウジン 牡5栗 57 
島 克駿栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 490－ 8 〃 クビ 23．5�
815 ナンヨーイザヨイ 牡3黒鹿55 秋山真一郎中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470－ 21：45．91	 12．4�
59 ビルジキール 牡3黒鹿55 西村 淳也玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 490＋ 41：46．22 7．5�
610 ライジングドラゴン 牡4芦 57 吉田 隼人鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 446± 01：46．3クビ 14．6	
23 グッドラックサマー 牡5栗 57 菅原 明良澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 544－ 81：46．62 77．6

58 ロジペルレスト 牡4栗 57 丸山 元気久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 518± 01：47．13 10．8�
11 リフトトゥヘヴン 牡5鹿 57 横山 和生丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 クビ 13．7�
713 シンゼンドリーム 牡6黒鹿57 柴山 雄一原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 476＋ 61：47．2クビ 86．9
22 スズカフリオーソ 牡5栗 57 丹内 祐次永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド B490＋ 61：47．3� 110．8�
712 ボードウォーク 牝4鹿 55 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 B452－ 81：48．04 21．0�
47 リワードアンヴァル 牡3栗 55 三浦 皇成宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 506＋ 61：48．21	 2．2�
46 クインズヌーサ 牝5鹿 55 藤懸 貴志亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 464－161：49．9大差 197．3�
34 アポロレイア 牝4鹿 55 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 468－ 71：56．6大差 223．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 55，113，000円 複勝： 58，543，700円 枠連： 32，420，500円
馬連： 130，868，800円 馬単： 53，135，600円 ワイド： 76，741，000円
3連複： 203，249，400円 3連単： 249，679，100円 計： 859，751，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 460円 � 420円 枠 連（6－8） 1，800円

馬 連 �� 8，700円 馬 単 �� 12，810円

ワ イ ド �� 2，560円 �� 1，790円 �� 4，300円

3 連 複 ��� 41，980円 3 連 単 ��� 188，750円

票 数

単勝票数 計 551130 的中 � 83579（2番人気）
複勝票数 計 585437 的中 � 93718（2番人気）� 29763（9番人気）� 33487（8番人気）
枠連票数 計 324205 的中 （6－8） 13896（7番人気）
馬連票数 計1308688 的中 �� 11653（33番人気）
馬単票数 計 531356 的中 �� 3110（47番人気）
ワイド票数 計 767410 的中 �� 7717（33番人気）�� 11218（20番人気）�� 4545（43番人気）
3連複票数 計2032494 的中 ��� 3631（111番人気）
3連単票数 計2496791 的中 ��� 959（531番人気）

ハロンタイム 6．8―11．0―11．3―12．6―12．6―12．4―13．1―12．9―12．8

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラカメタロー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．7 福島2着

2016．5．9生 牡3黒鹿 母 ナムラチアーズ 母母 ニフティニース 9戦4勝 賞金 54，507，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アポロレイア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月9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 ゼンノワスレガタミ号・ブライトンロック号

3203611月9日 晴 良 （1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，1勝クラス（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 532，000円 152，000円 76，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

714� マルカテノール 牡5鹿 57 三浦 皇成日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 482± 01：09．6 7．2�
36 エ ヴ ァ イ エ 牝4鹿 55 �島 克駿�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 470－ 6 〃 ハナ 5．1�
35 バカラクイーン 牝3栗 54 横山 武史�三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 464－ 8 〃 クビ 13．6�
815 シトラスノキセキ 牝3鹿 54 西村 淳也加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 438－ 21：09．81 15．0�
816 イサチルダイチ 牡3鹿 56 木幡 初也小坂 功氏 竹内 正洋 新冠 八島 夕起子 498－ 6 〃 クビ 21．2	
612 ハトマークワルツ 牝5栗 55 藤懸 貴志山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 432－ 41：09．9� 30．1

12 ブレイズガール 牝6鹿 55 団野 大成岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B496－ 2 〃 ハナ 21．8�
611 ア オ ア ラ シ 牝5黒鹿55 中谷 雄太松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 456－101：10．0クビ 111．1�
510 タケデンサンダー 牡5栗 57 嶋田 純次武市 弘氏 武市 康男 新ひだか 沖田 哲夫 B480＋ 21：10．1� 64．8
59 ロードワンダー 	3青鹿56 中井 裕二 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 424－ 2 〃 アタマ 32．2�
48 ストラトスフィア 牝3鹿 54 柴山 雄一�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 458－ 61：10．2� 3．7�
713 チ ャ ピ 牝3黒鹿54 荻野 極加藤 晃央氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 456＋ 41：10．3
 70．3�
47 カクテルドレス 牝4芦 55 丸山 元気 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 槇本牧場 480－ 21：10．4クビ 7．4�
11 ヤマニンベルベーヌ 牝5栗 55 横山 和生土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 470－ 4 〃 クビ 22．0�
23 ジュブリーユ 牝5芦 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 B482－101：10．61� 8．6�
24 � スーパーノーマル 牝4黒鹿55 勝浦 正樹山住 勲氏 伊藤 大士 安平 追分ファーム B482＋ 41：10．81� 47．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，283，900円 複勝： 39，526，400円 枠連： 19，999，500円
馬連： 66，668，800円 馬単： 26，138，100円 ワイド： 47，142，500円
3連複： 103，555，300円 3連単： 116，193，600円 計： 452，508，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 250円 � 210円 � 370円 枠 連（3－7） 1，430円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 4，670円

ワ イ ド �� 860円 �� 2，100円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 10，370円 3 連 単 ��� 52，000円

票 数

単勝票数 計 332839 的中 � 36584（3番人気）
複勝票数 計 395264 的中 � 41662（4番人気）� 55442（2番人気）� 24461（6番人気）
枠連票数 計 199995 的中 （3－7） 10784（6番人気）
馬連票数 計 666688 的中 �� 21442（6番人気）
馬単票数 計 261381 的中 �� 4189（12番人気）
ワイド票数 計 471425 的中 �� 14545（6番人気）�� 5627（24番人気）�� 9430（11番人気）
3連複票数 計1035553 的中 ��� 7485（21番人気）
3連単票数 計1161936 的中 ��� 1620（118番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．5―11．7―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―34．0―45．7―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マルカテノール �
�
父 ローエングリン �

�
母父 タヤスツヨシ

2014．3．9生 牡5鹿 母 スプリングアマイン 母母 ダイナマイン 15戦1勝 賞金 15，632，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

※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 ラブサンキュー号



（1福島3）第3日 11月9日（土曜日） 晴 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
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

187，820，000円
1，300，000円
22，110，000円
1，850，000円
20，760，000円
74，743，000円
4，732，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
306，858，400円
422，251，000円
149，059，700円
545，289，700円
250，471，500円
407，836，600円
814，510，700円
972，467，900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 3，868，745，500円

総入場人員 8，726名 （有料入場人員 7，116名）
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