
3200111月3日 晴 良 （30福島3）第1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）

牝，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

712 ラテリシウス 牝2黒鹿54 津村 明秀 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 514－ 21：49．9 3．7�
813 ベルキューズ 牝2栗 54 黛 弘人 �ローレルレーシング 武井 亮 新冠 村田牧場 B490± 01：50．11� 6．3�
45 ミラクルチューン 牝2黒鹿54 川須 栄彦ロイヤルパーク 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 464＋101：50．41� 6．4�
69 ビオレイメル 牝2栗 54 古川 吉洋杉澤 真吾氏 本田 優 新ひだか 前谷 武志 450－ 6 〃 クビ 4．5�
610 ジャストベリー 牝2栗 54 丸田 恭介 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 426－ 81：50．5� 43．3	
814 ロ ズ 牝2鹿 54

51 ▲西村 淳也 �ローレルレーシング 坂口 正則 新ひだか 田中 春美 B432－121：50．81� 73．6

33 カトレアテソーロ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 和田 雄二 新ひだか 中田 英樹 464± 01：51．01� 66．7�

22 フ ラ イ ア 牝2栗 54 �島 克駿�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 小島牧場 492± 01：51．1� 55．8�
34 ソ ン リ ッ サ 牝2鹿 54 丸山 元気野嶋 祥二氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 454± 01：51．95 9．0
57 ヴィーヴァステラ 牝2鹿 54 丹内 祐次芹澤 精一氏 伊藤 伸一 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 458－ 21：52．0� 9．5�
711 ノーブルペガサス 牝2鹿 54

52 △横山 武史吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新ひだか 三石川上牧場 468± 0 〃 ハナ 27．7�
58 フライトゥヘヴン 牝2栗 54

52 △藤田菜七子大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 日の出牧場 422＋ 81：53．06 33．4�
46 トゥザムーン 牝2鹿 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 浦河 大柳ファーム 454＋ 41：53．1� 160．8�
11 デルマトリオンフ 牝2栗 54 伴 啓太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 500＋ 6 〃 ハナ 33．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，208，700円 複勝： 23，098，000円 枠連： 7，906，500円
馬連： 32，617，500円 馬単： 15，522，500円 ワイド： 24，458，900円
3連複： 52，702，400円 3連単： 56，593，500円 計： 229，108，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 160円 � 180円 枠 連（7－8） 930円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 510円 �� 500円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 9，530円

票 数

単勝票数 計 162087 的中 � 36920（1番人気）
複勝票数 計 230980 的中 � 38464（2番人気）� 37036（3番人気）� 32501（4番人気）
枠連票数 計 79065 的中 （7－8） 6543（2番人気）
馬連票数 計 326175 的中 �� 19863（4番人気）
馬単票数 計 155225 的中 �� 5895（4番人気）
ワイド票数 計 244589 的中 �� 12420（5番人気）�� 12755（3番人気）�� 9239（8番人気）
3連複票数 計 527024 的中 ��� 16142（6番人気）
3連単票数 計 565935 的中 ��� 4305（11番人気）

ハロンタイム 6．9―11．4―12．4―13．3―13．7―13．1―13．1―13．0―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．7―44．0―57．7―1：10．8―1：23．9―1：36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラテリシウス �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．9．9 中山12着

2016．4．3生 牝2黒鹿 母 アンソロジー 母母 ポ ッ プ ス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 フライア号の騎手�島克駿は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

3200211月3日 晴 良 （30福島3）第1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

48 ナタラディーヴァ 牝2黒鹿54 津村 明秀加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 440－ 61：09．2 5．4�
23 ドゥシャンパーニュ 牝2青鹿 54

52 △富田 暁大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 418－ 21：09．51� 2．2�
612 モズベイビー 牡2青鹿 55

53 △藤田菜七子 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 496－ 6 〃 クビ 10．0�
59 モメチョッタ 牝2黒鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 434－ 61：09．71� 15．0�
611� マ ノ ラ ム 牝2黒鹿 54

52 △横山 武史岡田 牧雄氏 池上 昌和 米
Tooth and Kent, Inc,
Elise Handler & Mat-
thew Schering

398＋ 21：09．8� 14．9	
36 ホットスタンプ 牝2栗 54

53 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 石郷岡 雅樹 B454＋ 4 〃 クビ 121．8

815 タイセイチーフ 牡2鹿 55 丸山 元気田中 成奉氏 森田 直行 新冠 アサヒ牧場 470＋ 21：09．9� 9．9�
12 グリーンティー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�Basic 田島 俊明 青森 有限会社

ラークヒルズ 416－ 81：10．0クビ 20．0�
35 フレンドリボン 牝2鹿 54 吉田 隼人横尾 晴人氏 南田美知雄 日高 クリアファーム 434－ 4 〃 ハナ 19．5
510 ギ ュ ウ ホ 牡2鹿 55 勝浦 正樹�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 神垣 道弘 434＋ 81：10．1� 208．1�
24 タ ナ ロ ッ ト 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか 坂本 智広 458－ 41：10．31� 16．6�
816 メイショウフナカジ 牡2鹿 55

53 △菊沢 一樹松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 440＋ 81：10．51� 28．3�
713 フラワーリース 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 桑田フアーム 436－ 81：10．6� 212．1�
714 ラ イ ド 牝2鹿 54

53 ☆木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 出口牧場 420－ 61：10．7� 138．7�

47 バ イ ラ ー ル 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 402± 01：11．44 308．1�
11 ゴーアブロード 牡2鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B510＋181：11．61� 408．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，470，800円 複勝： 27，088，200円 枠連： 9，955，200円
馬連： 32，173，500円 馬単： 16，789，800円 ワイド： 25，836，100円
3連複： 52，799，900円 3連単： 58，109，300円 計： 242，222，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 150円 � 110円 � 260円 枠 連（2－4） 580円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，000円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 11，790円

票 数

単勝票数 計 194708 的中 � 30455（2番人気）
複勝票数 計 270882 的中 � 43555（2番人気）� 86219（1番人気）� 17637（5番人気）
枠連票数 計 99552 的中 （2－4） 13263（1番人気）
馬連票数 計 321735 的中 �� 36650（1番人気）
馬単票数 計 167898 的中 �� 7889（2番人気）
ワイド票数 計 258361 的中 �� 26479（1番人気）�� 5964（12番人気）�� 11628（5番人気）
3連複票数 計 527999 的中 ��� 19048（3番人気）
3連単票数 計 581093 的中 ��� 3571（20番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．2―11．6―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．3―45．9―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．9
3 ・（11，12）15（3，6）9，8，10（2，14）（5，16）13，4－7，1 4 ・（11，12）（3，15）（8，6，9）－（2，10）5，14（4，16）13－7，1

勝馬の
紹 介

ナタラディーヴァ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2018．6．3 東京3着

2016．3．6生 牝2黒鹿 母 ミラクルガール 母母 ノベンバースルー 5戦1勝 賞金 8，850，000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） 2頭 カイラーサナータ号・コハルビヨリ号

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１日



3200311月3日 晴 良 （30福島3）第1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 7，500，000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

66 ライトオブピース 牡4鹿 57 �島 克駿前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478± 01：45．8 48．7�

44 � シュプリームゾーン 牡4黒鹿57 勝浦 正樹村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 508－ 41：46．11� 52．3�
33 フ ク キ タ ル 牝3黒鹿 53

52 ☆木幡 巧也佐藤 範夫氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム B448± 01：46．31� 15．3�
79 カ ガ ス タ ー 牡3鹿 55

53 △菊沢 一樹香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 442± 01：46．4クビ 4．6�
22 � チビノヴァルタン 牝5鹿 55

53 △横山 武史梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B450－ 61：46．72 6．5�
11 グランセノーテ 牡5栗 57 津村 明秀安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 520－121：46．8� 3．8�
67 キミワテンマ 牡3鹿 55 吉田 隼人浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：47．01� 10．2	
78 サンライズフォルテ 牡4黒鹿57 西田雄一郎松岡 隆雄氏 羽月 友彦 新ひだか 下屋敷牧場 492＋ 2 〃 ハナ 99．2

811� マイネルストラトス 牡4黒鹿57 丸田 恭介杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 488－ 21：47．42 14．9�
55 マイネルネッツ 牡6鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 赤石 久夫 486－ 41：47．5� 15．8
810� メイショウタカトラ 牡4黒鹿 57

56 ☆荻野 極松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 496± 0 〃 クビ 3．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 18，892，900円 複勝： 25，136，300円 枠連： 7，306，300円
馬連： 33，210，800円 馬単： 16，393，800円 ワイド： 25，743，700円
3連複： 47，810，900円 3連単： 61，638，900円 計： 236，133，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，870円 複 勝 � 1，540円 � 1，400円 � 340円 枠 連（4－6） 14，150円

馬 連 �� 97，490円 馬 単 �� 195，160円

ワ イ ド �� 22，220円 �� 9，330円 �� 7，010円

3 連 複 ��� 280，140円 3 連 単 ��� 1，942，960円

票 数

単勝票数 計 188929 的中 � 3098（9番人気）
複勝票数 計 251363 的中 � 4014（10番人気）� 4432（9番人気）� 22275（6番人気）
枠連票数 計 73063 的中 （4－6） 400（26番人気）
馬連票数 計 332108 的中 �� 264（53番人気）
馬単票数 計 163938 的中 �� 63（106番人気）
ワイド票数 計 257437 的中 �� 298（53番人気）�� 713（47番人気）�� 952（39番人気）
3連複票数 計 478109 的中 ��� 128（151番人気）
3連単票数 計 616389 的中 ��� 23（930番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．5―42．0―54．8―1：07．5―1：20．1―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ライトオブピース �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2016．8．27 新潟5着

2014．3．1生 牡4鹿 母 グッバイマイラブ 母母 モストアミュージング 19戦2勝 賞金 22，100，000円

3200411月3日 晴 良 （30福島3）第1日 第4競走 ��3，350�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時20分（番組第5競走を順序変更） （ 芝 ）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：39．0良

712 シングンマイケル �4鹿 60 金子 光希伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 454＋ 43：40．5 9．7�
69 テイエムオペラドン 牡9鹿 63 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 496－103：41．45 16．5�
711 ユウキビバワンダー �5栗 61 佐久間寛志雪本 秀樹氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 522± 03：41．5� 3．7�
11 � コ ン コ ー ド 牡6鹿 62 石神 深一林 正道氏 武井 亮 浦河 酒井牧場 530＋ 23：41．92 5．0�
57 ヤマニンシルフ 牡5栗 60 熊沢 重文土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 456＋ 43：42．32	 8．6�
814 ヴェラヴァルスター 牡6栗 60 草野 太郎保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 512－ 6 〃 ハナ 29．3�
46 パッシングブリーズ 牡7鹿 60 難波 剛健三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 494＋103：43．15 28．2	
33 アドマイヤフォルム 牡5黒鹿61 北沢 伸也近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 482± 03：43．2	 15．4

610 スズカチャンプ 牡9鹿 61 田村 太雅永井 啓弍氏 羽月 友彦 新ひだか グランド牧場 490－ 43：43．3	 53．1�
45 � ヤマタケジャイアン �5芦 60 小野寺祐太山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 470＋183：43．51
 96．1�
813� アカネバローロ 牝5鹿 58 五十嵐雄祐ライオンレースホース 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 490＋ 63：43．92	 11．7�
58 ニシノスマッシュ 牡4黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 436＋ 23：44．11 70．6�
22 ル ー 牡8鹿 60 山本 康志武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 462－ 63：44．42 25．8�
34 ファントムライト 牡9黒鹿60 高田 潤 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 506＋ 63：44．72 4．9�
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売 得 金
単勝： 15，343，800円 複勝： 20，665，500円 枠連： 11，326，800円
馬連： 27，029，700円 馬単： 12，953，700円 ワイド： 22，072，000円
3連複： 48，548，600円 3連単： 54，459，200円 計： 212，399，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 260円 � 380円 � 160円 枠 連（6－7） 1，130円

馬 連 �� 5，540円 馬 単 �� 11，340円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 800円 �� 880円

3 連 複 ��� 6，810円 3 連 単 ��� 57，130円

票 数

単勝票数 計 153438 的中 � 12545（5番人気）
複勝票数 計 206655 的中 � 19358（5番人気）� 11778（6番人気）� 40687（1番人気）
枠連票数 計 113268 的中 （6－7） 7755（4番人気）
馬連票数 計 270297 的中 �� 3777（23番人気）
馬単票数 計 129537 的中 �� 856（49番人気）
ワイド票数 計 220720 的中 �� 3023（24番人気）�� 7195（7番人気）�� 6511（9番人気）
3連複票数 計 485486 的中 ��� 5344（18番人気）
3連単票数 計 544592 的中 ��� 691（182番人気）
上り 1マイル 1：43．5 4F 49．2－3F 36．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シングンマイケル �
�
父 シングンオペラ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2017．1．29 東京2着

2014．4．13生 �4鹿 母 ジェヴォーナ 母母 タケノデュムカ 障害：7戦2勝 賞金 33，980，000円
〔制裁〕 テイエムオペラドン号の騎手中村将之は，2周目2コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）

ニシノスマッシュ号の騎手大江原圭は，2周目2コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番・1
番）



3200511月3日 晴 良 （30福島3）第1日 第5競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走12時10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

66 � シンボリダルク 牝5青鹿58 浜野谷憲尚杉浦 和也氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 478＋ 23：01．9 9．5�
55 シゲルジャンボイモ 牡3芦 58 上野 翔森中 蕃氏 武藤 善則 様似 猿倉牧場 496± 03：02．0� 2．9�
78 コウユーヌレエフ 牡4黒鹿60 森 一馬加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 492＋ 63：02．32 5．5�
33 デカルコマニー 牡3鹿 58 草野 太郎松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 458＋ 2 〃 アタマ 18．7�
811 メメニシコリ 牡5鹿 60 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 460－ 6 〃 アタマ 3．5�
22 ソウラセブン 牝3青鹿56 蓑島 靖典村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ 442－ 43：05．0大差 122．1�
44 コティニャック 牡6青鹿60 江田 勇亮伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 532＋ 23：05．1� 15．3	
79 	 アポロテキサス 
5鹿 60 熊沢 重文アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.

Thompson Jr. 494＋ 63：05．42 6．3

67 ニ コ ラ オ ス 牡3鹿 58 大庭 和弥八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 490＋ 63：06．88 129．5�
810 アドマイヤツルギ 
3栗 58 高田 潤近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470＋ 43：09．1大差 27．3�
11 クラウンヴォルカン 牡5青 60 山本 康志矢野 恭裕氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 524－ 43：16．7大差 87．5
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売 得 金
単勝： 15，381，900円 複勝： 15，909，600円 枠連： 7，958，700円
馬連： 24，487，400円 馬単： 14，945，300円 ワイド： 18，067，600円
3連複： 39，400，700円 3連単： 59，963，900円 計： 196，115，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 200円 � 140円 � 200円 枠 連（5－6） 1，460円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，020円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 21，480円

票 数

単勝票数 計 153819 的中 � 12946（5番人気）
複勝票数 計 159096 的中 � 17961（5番人気）� 35032（1番人気）� 19107（4番人気）
枠連票数 計 79587 的中 （5－6） 4201（5番人気）
馬連票数 計 244874 的中 �� 13178（7番人気）
馬単票数 計 149453 的中 �� 3256（17番人気）
ワイド票数 計 180676 的中 �� 9665（6番人気）�� 4328（15番人気）�� 8526（7番人気）
3連複票数 計 394007 的中 ��� 10178（9番人気）
3連単票数 計 599639 的中 ��� 2023（77番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 50．6－3F 37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シンボリダルク �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 シンボリルドルフ

2013．2．22生 牝5青鹿 母 スイートアスペン 母母 スィートシエロ 障害：9戦1勝 賞金 13，680，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 コウユーヌレエフ号の騎手森一馬は，1周目1号障害を内側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・5番）
コウユーヌレエフ号の騎手森一馬は，5号障害を外側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・3番）
ソウラセブン号の騎手蓑島靖典は，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。

3200611月3日 晴 良 （30福島3）第1日 第6競走 1，700�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・右）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

34 タフチョイス 牡3鹿 55
53 △横山 武史ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 41：46．2 5．7�
57 オ ル ノ ス 牝5芦 55

52 ▲西村 淳也武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 456－12 〃 クビ 19．3�
610 サージュミノル 牡3黒鹿 55

53 △富田 暁吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 21：46．51� 3．7�
33 � ジ ェ ミ ニ ズ 牡4栗 57

55 △菊沢 一樹ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 510＋121：46．6� 20．4�
814� アンリキャトル �7黒鹿 57

54 ▲木幡 育也村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B466± 01：46．7� 30．0�
11 � レーヌミラクル 牝5鹿 55

54 ☆義 英真酒井 喜生氏 久保田貴士 日高 千葉飯田牧場 486＋ 4 〃 アタマ 4．1	
813 ショウナンマシェリ 牝5鹿 55

54 ☆荻野 極
湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 466－ 21：47．01� 35．8�
45 ヴェルトゥアル 牡3鹿 55

53 △藤田菜七子 
シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484± 01：47．31� 8．6�

712 レオアルティメット 牡3栗 55
54 ☆木幡 巧也�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 536－ 2 〃 アタマ 9．7

46 � ヒロノワカムシャ �4黒鹿57 伴 啓太小野 博郷氏 柴田 政人 日高 ファーミングヤナキタ 476± 01：47．51� 39．3�
69 ピ ッ パ 牝3栗 53 長岡 禎仁飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 468＋ 81：47．92� 218．9�
58 � ブラックヘルト �4鹿 57

56 ☆木幡 初也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 526＋ 5 〃 ハナ 43．9�

22 リンガラポップス 牡3青鹿 55
54 ☆川又 賢治吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：48．11� 13．6�

711 ゴールデンタッチ 牡3黒鹿 55
54 ☆井上 敏樹ゴドルフィン 矢作 芳人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋ 61：48．41� 16．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，474，800円 複勝： 29，489，700円 枠連： 11，181，300円
馬連： 36，783，700円 馬単： 17，654，600円 ワイド： 31，524，900円
3連複： 58，132，500円 3連単： 68，131，300円 計： 275，372，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 450円 � 150円 枠 連（3－5） 3，890円

馬 連 �� 6，620円 馬 単 �� 10，740円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 430円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 7，400円 3 連 単 ��� 48，850円

票 数

単勝票数 計 224748 的中 � 31466（3番人気）
複勝票数 計 294897 的中 � 43078（3番人気）� 12382（9番人気）� 63326（1番人気）
枠連票数 計 111813 的中 （3－5） 2224（22番人気）
馬連票数 計 367837 的中 �� 4305（26番人気）
馬単票数 計 176546 的中 �� 1232（42番人気）
ワイド票数 計 315249 的中 �� 4177（25番人気）�� 20824（2番人気）�� 5882（16番人気）
3連複票数 計 581325 的中 ��� 5887（21番人気）
3連単票数 計 681313 的中 ��� 1011（145番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―29．7―42．4―55．5―1：08．3―1：20．9―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タフチョイス �
�
父 ハードスパン �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．1．7 京都10着

2015．3．11生 牡3鹿 母 パーフェクトチャンス 母母 Win Crafty Lady 7戦1勝 賞金 13，000，000円



3200711月3日 晴 良 （30福島3）第1日 第7競走 1，150�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 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

47 シ ェ ー ナ 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462＋ 81：08．7 5．3�

714 グランデミノル 牝3鹿 54 丸山 元気吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 486± 0 〃 ハナ 10．3�
816 ウ ラ ガ ー ノ 牝4青鹿55 丹内 祐次藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム B512－ 41：09．12� 9．6�
612 デルマオフクロサン 牝4黒鹿 55

53 △菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 432－ 8 〃 アタマ 48．5�
12 ラブリーイレブン 牝3栗 54

53 ☆川又 賢治吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 浜本牧場 428－ 61：09．2クビ 14．9�
48 � レッドオリアナ 牝4栗 55 嶋田 純次 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 446－ 21：09．41� 28．7	
36 エ ル フ ィ 牝3鹿 54 黛 弘人本間 充氏 宗像 義忠 日高 本間牧場 448－141：09．72 17．6

713 プリティマックス 牝4栗 55

53 △横山 武史丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 442± 01：09．8� 8．2�
35 エ ピ ュ ー レ 牝4栗 55

53 △富田 暁�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 平山牧場 494－ 61：10．12 96．1�
510 タイセイアピール 牝3黒鹿54 吉田 隼人田中 成奉氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 454－ 41：10．2クビ 8．3
24 シャンパンサーベル 牝6黒鹿 55

52 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 476＋ 4 〃 アタマ 6．2�
59 レ ン レ ン 牝4栗 55 岩崎 翼石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 464＋ 2 〃 クビ 32．7�
11 セレナライティア 牝3栗 54

52 △藤田菜七子島川 利子氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446－ 21：10．51� 28．2�

611 マートルリース 牝3黒鹿54 津村 明秀 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 444－ 61：10．6� 5．1�

23 � アンジュラミエル 牝4栗 55 中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 500＋ 41：10．7� 178．0�

815 エムオービーナス 牝4栗 55 勝浦 正樹大浅 貢氏 鹿戸 雄一 日高 門別牧場 474＋ 41：10．8� 104．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，665，600円 複勝： 37，101，200円 枠連： 13，057，300円
馬連： 45，864，700円 馬単： 20，956，100円 ワイド： 38，368，200円
3連複： 72，351，000円 3連単： 81，036，700円 計： 334，400，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 340円 � 290円 枠 連（4－7） 970円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 7，440円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 1，420円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 10，450円 3 連 単 ��� 62，500円

票 数

単勝票数 計 256656 的中 � 38155（2番人気）
複勝票数 計 371012 的中 � 51969（2番人気）� 26388（7番人気）� 32170（6番人気）
枠連票数 計 130573 的中 （4－7） 10376（1番人気）
馬連票数 計 458647 的中 �� 8694（19番人気）
馬単票数 計 209561 的中 �� 2110（36番人気）
ワイド票数 計 383682 的中 �� 7018（18番人気）�� 6934（20番人気）�� 8666（13番人気）
3連複票数 計 723510 的中 ��� 5190（37番人気）
3連単票数 計 810367 的中 ��� 940（225番人気）

ハロンタイム 9．4―10．9―11．3―12．1―12．3―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．3―31．6―43．7―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ェ ー ナ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Bernardini デビュー 2017．6．24 東京5着

2015．3．25生 牝3鹿 母 ヴィクトリアピーク 母母 Desert Heat 6戦2勝 賞金 14，500，000円
〔制裁〕 エルフィ号の騎手黛弘人は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）

レンレン号の騎手岩崎翼は，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：4番）

3200811月3日 晴 良 （30福島3）第1日 第8競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時45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

48 トワイライトライフ 牝4鹿 55 津村 明秀 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋ 21：08．1 2．5�

612 メジェールスー 牝3鹿 54
53 ☆荻野 極太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 460＋ 6 〃 ハナ 6．8�

611 シンデレラメイク 牝3栗 54 菱田 裕二田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 476－ 2 〃 ハナ 7．2�
47 マ ジ ョ ラ ム 牝4鹿 55 �島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444－ 61：08．2クビ 13．8�
510 モンテヴェルデ 牡4青鹿57 古川 吉洋寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 友田牧場 B468± 0 〃 クビ 19．0	
12 コンセッションズ 牝3栗 54

52 △横山 武史ニッシンレーシング 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 426＋ 81：08．41� 9．7

714 ネイビーアッシュ 牝3青鹿54 柴山 雄一吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486＋121：08．5� 15．5�
23 レジェンドソウル 牡3黒鹿56 黛 弘人落合 幸弘氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 450－ 6 〃 ハナ 19．6�
24 メイショウラバンド 牝7鹿 55 岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 462－ 61：08．6� 25．9
815 アドマイヤジャズ 牡6青鹿57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466＋101：08．7� 48．3�
11 ボ ナ デ ア 牝3鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 484－ 61：08．91� 9．0�
35 クロスアミュレット 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム B466－ 61：09．11� 78．5�
59 ロ ン ス 牝3芦 54

52 △富田 暁熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 466＋221：09．2� 88．9�
816 クリスエステソーロ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 小崎 憲 新ひだか 大滝 康晴 508＋ 61：09．3� 55．4�

36 � アンヴェルス 牡4黒鹿57 西田雄一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 三村 卓也 462＋ 21：09．51� 57．3�

713 ブリリアントアート 牝4黒鹿 55
54 ☆木幡 巧也山田 弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 404－ 6 〃 ハナ 236．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，964，700円 複勝： 32，993，600円 枠連： 14，746，700円
馬連： 41，126，600円 馬単： 20，460，600円 ワイド： 34，216，200円
3連複： 64，286，400円 3連単： 76，524，500円 計： 308，319，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 210円 � 180円 枠 連（4－6） 400円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 460円 �� 350円 �� 820円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 7，480円

票 数

単勝票数 計 239647 的中 � 74502（1番人気）
複勝票数 計 329936 的中 � 87689（1番人気）� 32880（3番人気）� 43611（2番人気）
枠連票数 計 147467 的中 （4－6） 28355（1番人気）
馬連票数 計 411266 的中 �� 28821（2番人気）
馬単票数 計 204606 的中 �� 8565（2番人気）
ワイド票数 計 342162 的中 �� 18944（2番人気）�� 26777（1番人気）�� 9934（7番人気）
3連複票数 計 642864 的中 ��� 21186（1番人気）
3連単票数 計 765245 的中 ��� 7412（2番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．1―11．4―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．6―45．0―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トワイライトライフ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 トワイニング デビュー 2016．7．2 福島5着

2014．4．28生 牝4鹿 母 ラプターセイハート 母母 リ リ ウ ム 15戦3勝 賞金 31，600，000円
〔制裁〕 トワイライトライフ号の騎手津村明秀は，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：6番・1番）



3200911月3日 晴 良 （30福島3）第1日 第9競走 1，150�サラブレッド系3歳以上
発走14時15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

612 クインズマラクータ 牡4栗 57
54 ▲西村 淳也亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 B520－ 41：08．7 3．5�

816 マリノディアナ 牝3青鹿54 吉田 隼人和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 436－ 21：08．8� 15．1�
11 フォーティプリンス 牡4栗 57 丸山 元気ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 476－ 61：08．9クビ 3．3�
611 ウォーターメロン 牡4鹿 57 柴山 雄一大島有志生氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B524＋ 21：09．11� 38．6�
59 ヤマカツサファイヤ 牝5青鹿55 古川 吉洋山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 520－ 41：09．2� 21．3�
48 ロードコメット �4栗 57

55 △菊沢 一樹 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 522＋ 61：09．51� 12．8	
35 � スズカファイン 牡6栗 57 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 472＋ 2 〃 ハナ 87．9

510 ロトヴィグラス 牡3栗 56 嘉藤 貴行國武 佳博氏 高市 圭二 新ひだか 沖田 哲夫 464－ 2 〃 クビ 24．7�
36 シェヴェルニー 牝5黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 442－14 〃 ハナ 241．4
24 ココロノイコロ 牡3黒鹿56 丹内 祐次海谷 幸司氏 高橋 祥泰 新ひだか 谷岡牧場 440＋ 21：09．6クビ 10．6�
47 ヴォルフスブルク 牡3芦 56 菱田 裕二 �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 B454＋ 21：09．7� 5．2�
23 � タキオンレイ 牝4栗 55

52 ▲木幡 育也小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 474＋ 21：09．8� 34．4�
815 ジャックビーンズ 牡3栗 56 	島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム B466－ 2 〃 ハナ 112．8�
714 シャイニングボルト 牡4黒鹿57 丸田 恭介�ラ・メール 勢司 和浩 浦河 辻 牧場 478－ 21：09．9� 46．8�
713 ステラローザ 牝3鹿 54 藤懸 貴志ホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B454－ 21：10．0� 32．2�
12 レ ノ カ ズ マ 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 バンブー牧場 468＋10 〃 クビ 39．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，872，900円 複勝： 28，005，100円 枠連： 13，195，800円
馬連： 43，419，200円 馬単： 19，829，500円 ワイド： 32，159，300円
3連複： 64，478，000円 3連単： 76，768，500円 計： 300，728，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 260円 � 130円 枠 連（6－8） 2，100円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 700円 �� 320円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 11，730円

票 数

単勝票数 計 228729 的中 � 51350（2番人気）
複勝票数 計 280051 的中 � 51848（2番人気）� 20265（5番人気）� 68142（1番人気）
枠連票数 計 131958 的中 （6－8） 4866（11番人気）
馬連票数 計 434192 的中 �� 16936（5番人気）
馬単票数 計 198295 的中 �� 4480（8番人気）
ワイド票数 計 321593 的中 �� 11168（5番人気）�� 28924（2番人気）�� 8859（9番人気）
3連複票数 計 644780 的中 ��� 21412（2番人気）
3連単票数 計 767685 的中 ��� 4742（13番人気）

ハロンタイム 9．3―10．7―11．1―11．7―12．4―13．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．3―20．0―31．1―42．8―55．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズマラクータ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．1．14 京都1着

2014．3．19生 牡4栗 母 ケイアイデイジー 母母 ケイアイギャラリー 13戦2勝 賞金 21，250，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アクアリオ号
（非抽選馬） 1頭 グラスレガシー号

3201011月3日 晴 良 （30福島3）第1日 第10競走 ��2，600�
ば ん だ い さ ん

磐 梯 山 特 別
発走14時50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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

89 ノチェブランカ 牝3芦 53 吉田 隼人吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：40．2 3．1�
22 ウインレーヴドール 牡3黒鹿55 黛 弘人�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 450－ 62：40．41� 10．5�
810 カイザーヴェッター 牡3青鹿55 丸山 元気 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B470－ 2 〃 クビ 3．6�
66 ヒラボクビューン �4鹿 57 津村 明秀�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 454－ 62：40．5� 7．7�
55 ロゼフェニックス 牡3黒鹿55 勝浦 正樹髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 436＋102：40．92� 6．0	
44 レッドボヌール 牝4鹿 55 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 418＋ 62：41．32� 7．6

11 	 マ リ ネ リ ス 牝5鹿 55 菊沢 一樹今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 410－ 4 〃 アタマ 110．1�
33 ブロウユアマインド �6鹿 57 川又 賢治 �シルクレーシング 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 438－102：41．4クビ 24．1�
78 ルックスマート 牡3鹿 55 横山 武史平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 470－ 62：41．61� 12．8
77 ア イ コ ン 牡3鹿 55 古川 吉洋ゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B504－122：41．7� 80．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 28，116，000円 複勝： 33，511，100円 枠連： 13，087，700円
馬連： 44，727，500円 馬単： 24，509，900円 ワイド： 32，582，800円
3連複： 60，504，600円 3連単： 97，090，100円 計： 334，129，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 210円 � 150円 枠 連（2－8） 820円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 510円 �� 280円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 6，580円

票 数

単勝票数 計 281160 的中 � 71489（1番人気）
複勝票数 計 335111 的中 � 81312（1番人気）� 33285（6番人気）� 57593（2番人気）
枠連票数 計 130877 的中 （2－8） 12230（5番人気）
馬連票数 計 447275 的中 �� 26578（5番人気）
馬単票数 計 245099 的中 �� 9485（6番人気）
ワイド票数 計 325828 的中 �� 15808（6番人気）�� 32984（1番人気）�� 10956（12番人気）
3連複票数 計 605046 的中 ��� 30558（3番人気）
3連単票数 計 970901 的中 ��� 10693（10番人気）

ハロンタイム 13．4―12．1―12．3―13．0―12．6―12．4―13．0―12．8―12．2―11．7―11．4―11．5―11．8

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�
13．4―25．5―37．8―50．8―1：03．4―1：15．8―1：28．8―1：41．6―1：53．8―2：05．5―2：16．9―2：28．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノチェブランカ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sholokhov デビュー 2017．8．20 新潟13着

2015．4．12生 牝3芦 母 ナイトマジック 母母 Night Woman 6戦2勝 賞金 16，824，000円



3201111月3日 晴 良 （30福島3）第1日 第11競走 ��1，200�河 北 新 報 杯
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，29．11．3以降30．10．28まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

河北新報社社長賞（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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

47 メイショウカリン 牝4鹿 55 津村 明秀松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 496＋101：08．3 5．0�
713 トロワゼトワル 牝3鹿 53 �島 克駿 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 クビ 3．7�
510 エンゲージリング 牝3芦 51 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 日高 佐々木 康治 486＋141：08．4クビ 10．2�
11 ムスコローソ 牡3栗 55 吉田 隼人落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 496－101：08．61� 14．6�
59 イ キ オ イ 牡6鹿 54 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 452＋ 21：08．7� 33．5�
612� リュウノユキナ 牡3芦 53 横山 武史蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 480－121：08．8	 19．1	
35 � コパノディール 牝5黒鹿52 藤田菜七子小林 照弘氏 武藤 善則 むかわ 市川牧場 438＋ 6 〃 ハナ 14．4

815 シュエットヌーベル 牝4栗 53 西田雄一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド B454＋ 2 〃 ハナ 20．5�
48 レディバード 牝3鹿 52 川又 賢治吉田 和美氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 ハナ 6．3
23 サウンドドゥイット 牡6鹿 54 小崎 綾也増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 456＋ 4 〃 ハナ 90．2�
12 
� トーセンアルバータ 牝5鹿 52 黛 弘人島川 �哉氏 古賀 史生 豪

Arrowfield Pastoral Pty Ltd,
Planette Thoroughbred Trad-
ing, Belford Prod

B482－ 2 〃 ハナ 35．3�
36 ヴァッフシュテルケ 牡7青鹿53 菱田 裕二�宮内牧場 寺島 良 浦河 宮内牧場 432－181：09．01� 121．2�
611 プッシュアゲン 牡5栗 53 勝浦 正樹浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 498－ 4 〃 ハナ 46．0�
816 クラウンアゲン 牝5青鹿52 荻野 極浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 444＋ 4 〃 クビ 42．0�
24 コウエイダリア 牝4黒鹿52 丸山 元気伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 498－ 61：09．21 7．0�
714 リノワールド 牝3栗 52 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 418－ 41：09．3	 33．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，517，900円 複勝： 70，872，100円 枠連： 45，538，600円
馬連： 163，329，600円 馬単： 62，839，800円 ワイド： 96，473，000円
3連複： 271，816，700円 3連単： 323，598，200円 計： 1，084，985，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 150円 � 280円 枠 連（4－7） 490円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，300円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 6，770円 3 連 単 ��� 31，360円

票 数

単勝票数 計 505179 的中 � 79907（2番人気）
複勝票数 計 708721 的中 � 115340（2番人気）� 137127（1番人気）� 52335（5番人気）
枠連票数 計 455386 的中 （4－7） 71547（1番人気）
馬連票数 計1633296 的中 �� 130664（1番人気）
馬単票数 計 628398 的中 �� 23530（2番人気）
ワイド票数 計 964730 的中 �� 64874（1番人気）�� 18180（13番人気）�� 20328（11番人気）
3連複票数 計2718167 的中 ��� 30079（11番人気）
3連単票数 計3235982 的中 ��� 7479（52番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．2―11．3―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．1―45．4―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウカリン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2016．7．24 中京16着

2014．5．14生 牝4鹿 母 シ ョ コ ッ ト 母母 ショーガールⅡ 15戦4勝 賞金 57，687，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 ミエノドリーマー号
（非抽選馬） 2頭 オトコギマサムネ号・ゴーフォワード号

3201211月3日 晴 良 （30福島3）第1日 第12競走 ��1，800�
に ほ ん ま つ

二 本 松 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
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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

11 デルマウオッカ 牡3鹿 55 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 496－101：46．5 5．0�
24 タガノスカイハイ 牡3鹿 55 �島 克駿八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478－ 41：46．71� 18．3�
714 マツリダウメキチ 牡4鹿 57 菱田 裕二髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B486－ 41：47．01� 22．6�
12 キャッチミーアップ 牝3鹿 53 富田 暁畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 442－14 〃 ハナ 15．2�
36 レッドイリーゼ 牝3青鹿53 津村 明秀 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：47．1	 5．5�
713 ソイルトゥザソウル 牡3青鹿55 丸田 恭介グリーンスウォード高市 圭二 新冠 村田牧場 436＋ 6 〃 クビ 31．4	
48 ショウナンサスケ 牡5鹿 57 古川 吉洋国本 哲秀氏 高橋 義忠 浦河 大北牧場 460－ 81：47．2	 4．8

815 アンネリース 牝4鹿 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 4 〃 ハナ 6．1�
59 デ ナ リ 牡5黒鹿57 勝浦 正樹寺田千代乃氏 田村 康仁 新冠 高瀬牧場 B486－ 41：47．3	 76．8�
510 マ ハ ヴ ィ ル 牡3鹿 55 丸山 元気 社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 81：47．4� 5．4�
611 シャイントレイル 牝4芦 55 川又 賢治 キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 442－ 4 〃 クビ 16．6�
35 サ ラ ザ ン 牡5鹿 57 岩崎 翼 社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 464－ 21：47．61 89．1�
612
 ヴァイスジーニー 牡4芦 57 荻野 極 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柄崎 孝 米
Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

518± 0 〃 ハナ 136．0�
47 マイネルユニブラン 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 B508± 01：47．7	 52．5�
23 タイドオーバー 牝3黒鹿53 宮崎 北斗 ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 秋場牧場 432－ 41：47．91	 218．5�
816 ベストティアーズ 牝4青 55 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 476－ 61：48．32	 71．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，187，800円 複勝： 58，633，000円 枠連： 27，252，600円
馬連： 91，380，200円 馬単： 37，128，400円 ワイド： 65，281，100円
3連複： 148，363，100円 3連単： 175，217，100円 計： 645，443，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 510円 � 600円 枠 連（1－2） 3，990円

馬 連 �� 5，340円 馬 単 �� 9，600円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 2，370円 �� 4，680円

3 連 複 ��� 36，300円 3 連 単 ��� 191，020円

票 数

単勝票数 計 421878 的中 � 66374（2番人気）
複勝票数 計 586330 的中 � 96046（2番人気）� 26917（8番人気）� 22462（9番人気）
枠連票数 計 272526 的中 （1－2） 5286（19番人気）
馬連票数 計 913802 的中 �� 13254（19番人気）
馬単票数 計 371284 的中 �� 2899（35番人気）
ワイド票数 計 652811 的中 �� 9437（20番人気）�� 7113（31番人気）�� 3549（44番人気）
3連複票数 計1483631 的中 ��� 3065（112番人気）
3連単票数 計1752171 的中 ��� 665（582番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―22．9―34．8―47．1―59．4―1：11．6―1：23．4―1：34．8

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デルマウオッカ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．10．1 中山12着

2015．5．3生 牡3鹿 母 アクロスザライト 母母 イクスペクトトゥシャイン 17戦2勝 賞金 31，113，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 アンネリース号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ソイルトゥザソウル号の騎手丸田恭介は，3コーナー通過後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・10番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アンネリース号は，平成30年11月4日から平成30年12月3日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。



（30福島3）第1日 11月3日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

199，380，000円
5，190，000円
13，590，000円
1，520，000円
22，050，000円
70，156，500円
5，875，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
301，097，800円
402，503，400円
182，513，500円
616，150，400円
279，984，000円
446，783，800円
981，194，800円
1，189，131，200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 4，399，358，900円

総入場人員 10，905名 （有料入場人員 8，957名）
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