
3204911月17日 曇 良 （30福島3）第5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

59 メイショウゼッケイ 牝2栗 54 荻野 琢真松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 414± 01：09．4 11．3�
12 マイネルナイペス 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム B440± 01：09．61� 28．9�
23 シ ョ ウ ブ 牡2鹿 55

54 ☆川又 賢治�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 468＋ 41：09．7クビ 14．6�
816 オルダージュ 牡2黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 464＋ 21：09．91� 4．3�

35 ブルーファンク 牝2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－ 21：10．0� 2．8�

36 トピアリスト 牝2栗 54 丸山 元気�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 434－10 〃 クビ 61．4	
510 シ ュ ン ラ ン 牝2黒鹿 54

52 △菊沢 一樹中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 426＋ 2 〃 クビ 57．9

47 バカラクイーン 牝2栗 54

52 △藤田菜七子黒川 弘氏 武井 亮 浦河 谷口牧場 468＋101：10．53 3．9�
612 エイトマイル 牡2芦 55

54 ☆荻野 極 Him Rock Racing
ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 478＋ 21：10．6� 19．1�

714 ラ フ ィ テ ィ 牝2栗 54 �島 良太中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 434± 01：10．7� 40．2
24 ランネシアーナ 牝2栗 54 川須 栄彦太田 勝久氏 作田 誠二 浦河 大道牧場 440－ 41：10．8クビ 32．9�
713 パ シ ュ ー ト 牝2鹿 54 長岡 禎仁�ターフ・スポート竹内 正洋 浦河 荻伏服部牧場 430＋ 81：11．22� 326．9�
11 パ ゴ ダ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 442＋201：11．3� 286．2�
815 カ メ チ ャ ン 牝2黒鹿54 柴山 雄一内田 玄祥氏 星野 忍 千歳 社台ファーム 450－ 61：12．36 180．0�
611 コケラオトシ 牡2栗 55

53 △横山 武史岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 464＋261：12．72� 305．7�
48 ウラギリモノ 牝2鹿 54 原田 和真内田 玄祥氏 根本 康広 新ひだか 佐竹 学 380－141：14．18 379．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，043，800円 複勝： 26，891，700円 枠連： 8，530，900円
馬連： 34，226，600円 馬単： 17，727，900円 ワイド： 26，845，500円
3連複： 57，351，900円 3連単： 68，117，400円 計： 259，735，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 360円 � 800円 � 470円 枠 連（1－5） 9，370円

馬 連 �� 8，140円 馬 単 �� 16，930円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 1，640円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 30，790円 3 連 単 ��� 158，790円

票 数

単勝票数 計 200438 的中 � 14860（4番人気）
複勝票数 計 268917 的中 � 20871（4番人気）� 8231（8番人気）� 15211（5番人気）
枠連票数 計 85309 的中 （1－5） 705（27番人気）
馬連票数 計 342266 的中 �� 3255（26番人気）
馬単票数 計 177279 的中 �� 785（49番人気）
ワイド票数 計 268455 的中 �� 2729（27番人気）�� 4262（16番人気）�� 2101（34番人気）
3連複票数 計 573519 的中 ��� 1397（78番人気）
3連単票数 計 681174 的中 ��� 311（408番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―11．1―12．2―12．6―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．3―31．4―43．6―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F38．0
3 4（5，16）－（7，9）（3，12，14）（2，6）－13，10（1，8，15）＝11 4 ・（4，5，16）9－（3，7，14）（2，12，6）10，13－1，15－8＝11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウゼッケイ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．27 京都2着

2016．4．30生 牝2栗 母 ナンヨールージュ 母母 ミ ス キ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウラギリモノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月17日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シゲルモルガナイト号

3205011月17日 曇 良 （30福島3）第5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

713 ロジペルレスト 牡3栗 55 丸山 元気久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 510－ 41：45．3 7．4�
611 ノ ー ウ ェ イ 牡3鹿 55 津村 明秀宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 474－ 81：45．4� 1．6�
47 � アイファーイチオー 牡4栗 57 田中 健中島 稔氏 坂口 正則 新ひだか 静内山田牧場 500－ 21：46．46 14．0�
11 ダノンスパーク 牡5鹿 57 �島 克駿�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 522± 01：46．5� 12．6�
35 � シュプリームゾーン 牡4黒鹿57 吉田 隼人村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 508± 01：46．6� 9．9�
814� ランニングウインド 牡4鹿 57 菅原 隆一島川 	哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 478－121：47．02� 21．3

59 サンマルバロン �6栗 57 柴田 善臣相馬 勇氏 和田 勇介 日高 三城牧場 484＋101：47．1クビ 182．4�
815 ヨキニハカラエ 牡3鹿 55 菱田 裕二 �キャピタル・システム 森田 直行 浦河 谷川牧場 494－ 61：47．42 26．3�
22 ニシノベイオウルフ 牡3黒鹿 55

53 △菊沢 一樹西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 492＋12 〃 クビ 63．8
46 � アイアンブルー �4青鹿 57

56 ☆川又 賢治�日進牧場 寺島 良 浦河 日進牧場 478＋ 3 〃 ハナ 109．9�
712 メイショウナガマサ 牡6鹿 57

54 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 518± 01：47．6� 53．6�
34 アイヅヒリュウ 牡4鹿 57 柴山 雄一真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 佐竹 学 502± 01：47．81� 39．8�
58 � アンリキャトル �7黒鹿 57

56 ☆荻野 極村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B474＋ 8 〃 ハナ 75．2�
610 フラッグアドミラル 牡4黒鹿 57

55 △横山 武史岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 460＋101：48．12 15．6�
23 ビコーズオブユー �3栗 55 中井 裕二前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498＋ 61：50．5大差 81．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，170，400円 複勝： 52，452，600円 枠連： 8，001，900円
馬連： 29，610，300円 馬単： 16，482，900円 ワイド： 25，350，400円
3連複： 45，105，900円 3連単： 60，986，600円 計： 255，161，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 190円 � 110円 � 300円 枠 連（6－7） 410円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，360円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 14，560円

票 数

単勝票数 計 171704 的中 � 18488（2番人気）
複勝票数 計 524526 的中 � 30018（3番人気）� 355648（1番人気）� 14867（6番人気）
枠連票数 計 80019 的中 （6－7） 14904（1番人気）
馬連票数 計 296103 的中 �� 40467（1番人気）
馬単票数 計 164829 的中 �� 7170（7番人気）
ワイド票数 計 253504 的中 �� 23265（2番人気）�� 4276（15番人気）�� 12932（6番人気）
3連複票数 計 451059 的中 ��� 13091（7番人気）
3連単票数 計 609866 的中 ��� 3036（41番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．6―42．5―55．4―1：07．9―1：20．2―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロジペルレスト �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 Aldebaran デビュー 2018．2．4 東京7着

2015．4．28生 牡3栗 母 ペルレストラーダ 母母 ドーニングストーム 6戦2勝 賞金 16，100，000円
〔その他〕 ビコーズオブユー号は，競走中に疾病〔心房細動〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サンライズフォルテ号

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５日



3205111月17日 曇 良 （30福島3）第5日 第3競走 1，200�サラブレッド系2歳
発走10時40分 （芝・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
1：08．5
1：07．8

良
良

47 カレンソナーレ 牝2鹿 54
53 ☆川又 賢治鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 416＋ 81：10．4 54．2�

510 キコクイーン 牝2青 54 �島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 440－ 41：10．61� 6．5�
23 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 430－ 4 〃 ハナ 18．4�
12 コハルビヨリ 牝2鹿 54 柴山 雄一飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 482－ 2 〃 ハナ 3．4�
24 ア レ ー テ ス 牝2黒鹿54 小崎 綾也 �フジワラ・ファーム 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 440＋ 8 〃 クビ 216．7�
11 クールティアラ 牝2鹿 54 津村 明秀川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 462－ 21：10．81� 3．1	
714 アレクサンドレッタ 牝2鹿 54 丸田 恭介根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 ハナ 11．7

36 カワイイスイーパー 牝2黒鹿 54

52 △菊沢 一樹國分 純氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 454－ 41：10．9� 26．3�
59 キョウエイメサイア 牝2鹿 54 宮崎 北斗田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木ファーム 448－10 〃 ハナ 412．7�
612 キアレッツァ 牝2黒鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 424＋ 61：11．0クビ 22．6
713 プレンフルール 牝2鹿 54

52 △横山 武史 �ロードホースクラブ 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 428－ 61：11．21� 8．1�
815 ビップナディア 牝2鹿 54 �島 良太鈴木 邦英氏 牧浦 充徳 平取 坂東牧場 418＋10 〃 ハナ 73．1�
35 セイカハルカゼ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也久米 大氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 446＋18 〃 ハナ 107．1�
611 ストーリーズ 牝2鹿 54 吉田 隼人林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 408－ 21：11．3� 50．0�
816 クリノマンジェリカ 牝2青鹿 54

51 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 460－ 21：11．4� 193．0�
48 フェアリースキップ 牝2鹿 54

53 ☆荻野 極 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか タイヘイ牧場 412＋ 41：11．93 197．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，331，400円 複勝： 27，419，500円 枠連： 9，328，300円
馬連： 28，111，700円 馬単： 13，558，000円 ワイド： 22，842，600円
3連複： 42，109，200円 3連単： 45，850，300円 計： 208，551，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，420円 複 勝 � 970円 � 220円 � 330円 枠 連（4－5） 10，530円

馬 連 �� 11，750円 馬 単 �� 31，570円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 3，660円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 33，380円 3 連 単 ��� 248，070円

票 数

単勝票数 計 193314 的中 � 3021（10番人気）
複勝票数 計 274195 的中 � 6176（10番人気）� 38612（3番人気）� 21367（5番人気）
枠連票数 計 93283 的中 （4－5） 686（22番人気）
馬連票数 計 281117 的中 �� 1853（34番人気）
馬単票数 計 135580 的中 �� 322（77番人気）
ワイド票数 計 228426 的中 �� 1954（31番人気）�� 1586（37番人気）�� 4409（15番人気）
3連複票数 計 421092 的中 ��� 946（88番人気）
3連単票数 計 458503 的中 ��� 134（576番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．1―11．8―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．1―45．9―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンソナーレ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．7．29 小倉7着

2016．3．22生 牝2鹿 母 フィエラメンテ 母母 フェアリードール 3戦1勝 賞金 5，500，000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 ニシノテンカラット号

3205211月17日 曇 良 （30福島3）第5日 第4競走 ��1，800�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
1：46．2
1：45．6

良
良

612 レターオンザサンド 牡2芦 55
54 ☆荻野 極小川 勲氏 藤岡 健一 浦河 チェスナット

ファーム 482＋ 81：49．2 7．8�
35 トーセンオリンピア 牡2鹿 55

53 △横山 武史島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ
スティファーム 494± 01：49．3� 14．0�

48 シックザール 牡2栗 55 柴山 雄一前田 幸治氏 佐々木晶三 日高 シンボリ牧場 492± 01：49．51� 11．9�
815 リバーベップスター 牡2栗 55 菱田 裕二河越 武治氏 作田 誠二 むかわ 市川牧場 454± 0 〃 クビ 9．8�
714 マイディアライフ 牡2栗 55 津村 明秀三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 456－ 21：49．6� 2．6�
611 ツクバボニート 牝2栗 54 黛 弘人細谷 武史氏 和田 雄二 新ひだか 坂本 健一 414－101：49．7クビ 70．1	
11 バーンスター 牡2鹿 55 �島 克駿
ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 478－ 21：49．91� 17．6�
36 ゲットリズム 牡2鹿 55 丸田 恭介ジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 21：50．0� 7．7�
12 ニシノドクターヘリ 牝2栗 54 丸山 元気西山 茂行氏 上原 博之 新冠 村上 欽哉 432－ 81：50．1クビ 8．2
59 ストームウォリアー 牡2黒鹿55 杉原 誠人伊東 純一氏 中川 公成 新ひだか 元道牧場 494－ 41：50．2� 33．1�
816 シーアイリス 牝2芦 54

53 ☆木幡 巧也 �コスモヴューファーム 高橋 裕 新ひだか 岡田牧場 392－ 21：50．73 181．6�
24 デュエットソング 牝2鹿 54

52 △菊沢 一樹平川 浩之氏 粕谷 昌央 新ひだか 藤沢牧場 410＋141：50．8� 150．9�
23 メイショウトーチ 牡2栗 55 吉田 隼人松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 B502＋ 61：51．12 31．4�
47 ストロングジェット 牡2鹿 55

54 ☆木幡 初也 �コスモヴューファーム 伊藤 伸一 むかわ 真壁 信一 404－ 2 〃 同着 146．8�
510 ジェントルブリーズ 牝2黒鹿 54

52 △藤田菜七子ベニバナ組合 根本 康広 平取 協栄組合 414－ 61：52．16 68．7�
713 マイネルコーナー 牡2栗 55 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 蛯名 利弘 新ひだか 中橋 正 482＋ 61：52．52� 247．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，363，000円 複勝： 28，112，900円 枠連： 9，729，400円
馬連： 30，558，300円 馬単： 13，541，400円 ワイド： 24，563，300円
3連複： 45，093，500円 3連単： 48，819，100円 計： 221，780，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 300円 � 400円 � 350円 枠 連（3－6） 1，990円

馬 連 �� 3，900円 馬 単 �� 9，960円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 1，550円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 14，590円 3 連 単 ��� 95，400円

票 数

単勝票数 計 213630 的中 � 22952（3番人気）
複勝票数 計 281129 的中 � 26050（4番人気）� 17930（7番人気）� 21073（6番人気）
枠連票数 計 97294 的中 （3－6） 3775（9番人気）
馬連票数 計 305583 的中 �� 6068（14番人気）
馬単票数 計 135414 的中 �� 1019（44番人気）
ワイド票数 計 245633 的中 �� 3542（25番人気）�� 4092（20番人気）�� 3851（22番人気）
3連複票数 計 450935 的中 ��� 2317（56番人気）
3連単票数 計 488191 的中 ��� 371（338番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．6―48．7―1：01．5―1：13．8―1：26．0―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レターオンザサンド �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2018．8．25 小倉5着

2016．4．24生 牡2芦 母 スモーキークォーツ 母母 エイシンフリスキー 2戦1勝 賞金 5，700，000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 スパークオブライフ号・ムスティッカ号



3205311月17日 曇 良 （30福島3）第5日 第5競走 2，000�サラブレッド系2歳
発走12時00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
1：59．9
1：59．8

良
良

66 マリノジュリア 牝2黒鹿 54
53 ☆木幡 巧也�クラウン 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 432 ―2：03．8 24．2�

22 ミコクイーン 牝2栗 54 黛 弘人古賀 慎一氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478 ―2：04．33 8．3�

33 プライムシスター 牝2黒鹿54 丸山 元気合同会社小林英一
ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 482 ―2：04．51� 4．7�

55 ニシノコントラバス 牡2青鹿55 �島 克駿西山 茂行氏 橋口 慎介 新ひだか 筒井 征文 480 ―2：04．6クビ 6．5�
11 オンザウェイ 牡2栗 55 菱田 裕二久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 510 ― 〃 クビ 63．8�
67 トモジャパルムドル 牝2栗 54 杉原 誠人吉冨 学氏 斉藤 崇史 新冠 森 牧場 476 ― 〃 ハナ 12．6	
811 セ レ ブ リ ス 牝2黒鹿 54

53 ☆荻野 極安原 浩司氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 452 ― 〃 同着 65．4

810 ファインアレス 牡2鹿 55 丸田 恭介井山 登氏 奥村 武 新ひだか チャンピオンズファーム 496 ―2：04．7クビ 2．3�
78 リ ン ラ ン 牝2栗 54 吉田 隼人 �社台レースホース竹内 正洋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466 ―2：05．01� 25．6
44 アビトレイタ 牡2鹿 55 津村 明秀加藤 誠氏 森田 直行 浦河 小島牧場 518 ―2：06．06 14．4�
79 アポロモーリアン 牝2鹿 54

52 △横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458 ―2：07．17 43．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 17，885，200円 複勝： 19，962，600円 枠連： 7，134，200円
馬連： 23，680，400円 馬単： 14，224，600円 ワイド： 18，842，800円
3連複： 32，521，900円 3連単： 46，524，900円 計： 180，776，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，420円 複 勝 � 570円 � 260円 � 180円 枠 連（2－6） 2，770円

馬 連 �� 7，190円 馬 単 �� 11，600円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 1，690円 �� 720円

3 連 複 ��� 9，210円 3 連 単 ��� 81，870円

票 数

単勝票数 計 178852 的中 � 6256（7番人気）
複勝票数 計 199626 的中 � 7370（7番人気）� 19531（4番人気）� 35094（2番人気）
枠連票数 計 71342 的中 （2－6） 1990（12番人気）
馬連票数 計 236804 的中 �� 2549（24番人気）
馬単票数 計 142246 的中 �� 919（38番人気）
ワイド票数 計 188428 的中 �� 2646（21番人気）�� 2809（20番人気）�� 7053（7番人気）
3連複票数 計 325219 的中 ��� 2648（32番人気）
3連単票数 計 465249 的中 ��� 412（250番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．5―37．4―50．2―1：04．1―1：17．2―1：29．0―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4F46．6―3F34．8
1
3
6（11，8）（1，10）5（3，7，9）（2，4）
6（11，2）8，10（1，5）（3，7）－4－9

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

勝馬の
紹 介

マリノジュリア �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 リ ン カ ー ン 初出走

2016．2．6生 牝2黒鹿 母 クラウンアルテミス 母母 ドリームスケイプ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3205411月17日 曇 良 （30福島3）第5日 第6競走 ��1，150�サラブレッド系3歳以上
発走12時30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

48 ゲ キ リ ン 牡4栗 57 吉田 隼人市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 464－ 21：09．2 3．4�

713 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± 01：09．3� 3．5�
815 ラ イ ゴ ッ ド 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也�明栄商事 新開 幸一 新冠 ムラカミファーム 440－ 61：09．4� 33．2�
612� シャイニングカフェ 牡6黒鹿57 柴田 善臣西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 524＋ 2 〃 アタマ 31．0�
35 メイショウドウドウ 牡3黒鹿56 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 468＋ 61：09．5クビ 94．2�
11 メガポリゴン 牡4鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 洞	湖 レイクヴィラファーム 536＋ 2 〃 クビ 9．9	
36 バットオールソー 牡3栗 56

54 △藤田菜七子久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454＋ 21：09．6クビ 6．6


611� マラビージャ 牡3鹿 56 小崎 綾也古賀 慎一氏 村山 明 新ひだか 村上牧場 452－ 21：09．7� 191．1�
59 � ア ク ア リ オ 牝4鹿 55 川須 栄彦村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 446－ 61：09．8� 40．6�
12 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 B522－ 21：10．01
 19．6
816 クリノアントニヌス 牡4栗 57 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 520－101：10．1� 8．1�
23 ドゥドゥドゥ 牡5青鹿57 岡田 祥嗣�ターフ・スポート坂口 正則 日高 モリナガファーム 472－ 21：10．2� 83．2�
47 モ ア イ 牡3黒鹿56 中井 裕二青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 千葉飯田牧場 460＋ 4 〃 クビ 46．0�
24 コウギョウブライト 牡3芦 56

54 △横山 武史小林 秀樹氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 アタマ 31．9�
510 タイセイスマッシュ 牝4芦 55 菱田 裕二田中 成奉氏 青木 孝文 新冠 山岡ファーム 444＋ 81：10．83� 15．5�
714 テイエムスグレモン 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 498＋141：11．01
 42．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，027，900円 複勝： 27，693，000円 枠連： 11，334，400円
馬連： 36，988，000円 馬単： 17，239，800円 ワイド： 30，462，100円
3連複： 51，858，100円 3連単： 61，086，500円 計： 258，689，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 130円 � 590円 枠 連（4－7） 490円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，340円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 20，250円

票 数

単勝票数 計 220279 的中 � 51106（1番人気）
複勝票数 計 276930 的中 � 48947（2番人気）� 69747（1番人気）� 7814（9番人気）
枠連票数 計 113344 的中 （4－7） 17752（1番人気）
馬連票数 計 369880 的中 �� 42267（1番人気）
馬単票数 計 172398 的中 �� 9966（1番人気）
ワイド票数 計 304621 的中 �� 38123（1番人気）�� 5244（13番人気）�� 4150（20番人気）
3連複票数 計 518581 的中 ��� 7063（11番人気）
3連単票数 計 610865 的中 ��� 2187（33番人気）

ハロンタイム 9．6―10．9―11．3―12．2―12．5―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．5―31．8―44．0―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲ キ リ ン �
�
父 Tapizar �

�
母父 Bluegrass Cat デビュー 2016．9．17 阪神1着

2014．3．26生 牡4栗 母 ブルーグラスチャッター 母母 Chatter Chatter 16戦3勝 賞金 37，498，000円
［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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 サノノショウグン号・フェルトベルク号・ヘーザ号・レジスタンス号



3205511月17日 曇 良 （30福島3）第5日 第7競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時00分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，500，000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

510 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 480＋ 41：08．8 3．6�
713 ドロウアカード 牝4栗 55 �島 克駿�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 450－ 2 〃 ハナ 3．4�
23 ボーンスキルフル 牝3青鹿54 津村 明秀吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 442－ 81：08．9� 13．3�
611 リュニヴェール 牝3黒鹿54 田中 健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B458＋ 6 〃 クビ 18．9�
815 ア プ ト 牝4黒鹿55 丸山 元気ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B440－ 41：09．11� 12．1�
612 ミッキーパパイア 牝3黒鹿 54

52 △菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 464－ 21：09．2� 8．6	
36 ハーツブライト 牝4黒鹿55 柴田 善臣伊東 純一氏 佐藤 吉勝 安平 ノーザンファーム B472－ 61：09．41� 44．9

12 ウィッシュノート 牝4黒鹿 55

54 ☆川又 賢治 �シルクレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B446＋101：09．5� 62．9�
24 ダウンタウンキラリ 牝3栗 54

52 △横山 武史林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 448－ 61：09．6� 4．8
35 ニシノアスカ 牝3青鹿 54

52 △藤田菜七子西山 茂行氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 388－101：09．7クビ 39．7�
47 レッドミラベル 牝4芦 55

54 ☆荻野 極 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム B442＋ 41：09．91� 80．0�
714 イランカラプテ 牝3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 小野 次郎 日高 坂東ファーム 424－ 61：10．21� 151．5�
59 ハッピーランラン 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：10．3� 28．3�
48 ケアリアポンド 牝3栗 54

52 △森 裕太朗守内ひろ子氏 大根田裕之 日高 新生ファーム 436± 01：10．72� 70．7�
11 オウケンダイヤ 牝5黒鹿55 大江原 圭福井 明氏 根本 康広 浦河 辻 牧場 402± 01：11．33� 243．7�
816 ベラソヴラーノ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 上村 清志 442－141：11．93� 36．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，687，600円 複勝： 27，908，300円 枠連： 10，832，500円
馬連： 34，279，400円 馬単： 16，416，600円 ワイド： 27，714，700円
3連複： 46，625，500円 3連単： 56，682，500円 計： 241，147，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 150円 � 300円 枠 連（5－7） 540円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 270円 �� 740円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 8，350円

票 数

単勝票数 計 206876 的中 � 44870（2番人気）
複勝票数 計 279083 的中 � 60308（1番人気）� 54051（2番人気）� 17506（6番人気）
枠連票数 計 108325 的中 （5－7） 15275（1番人気）
馬連票数 計 342794 的中 �� 44269（1番人気）
馬単票数 計 164166 的中 �� 10257（2番人気）
ワイド票数 計 277147 的中 �� 29760（1番人気）�� 8844（9番人気）�� 9024（8番人気）
3連複票数 計 466255 的中 ��� 16601（4番人気）
3連単票数 計 566825 的中 ��� 4916（11番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．0―11．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．1―45．6―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンデレラメイク �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2017．7．9 中京1着

2015．5．6生 牝3栗 母 プリンセスメイク 母母 トロピカルメイク 17戦2勝 賞金 36，484，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベラソヴラーノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月17日まで平地競

走に出走できない。

3205611月17日 曇 良 （30福島3）第5日 第8競走 1，800�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
1：45．3
1：43．9

良
良

610 ア シ ェ ッ ト 牝3鹿 53
51 △藤田菜七子加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 430－ 61：47．1 3．1�

35 ジェードグリーン �4鹿 57
56 ☆荻野 極 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 464± 01：47．31 16．0�

22 タガノスカイハイ 牡3鹿 55 城戸 義政八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 482＋ 41：47．4� 3．5�

611 マツリダウメキチ 牡4鹿 57 長岡 禎仁髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 488＋ 21：47．5� 15．6�
46 ミーティアトレイル 牡3芦 55

54 ☆川又 賢治 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：47．6� 6．3�
23 マイキャラット 牝3鹿 53

51 △横山 武史飯田 正剛氏 小島 茂之 新ひだか 千代田牧場 444－ 6 〃 クビ 61．0	
712 キャノンストーム 牡5黒鹿 57

56 ☆井上 敏樹前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498－ 4 〃 ハナ 167．7


713 ファントムグレイ 牡5芦 57
56 ☆木幡 巧也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 440＋141：47．7� 111．3�

814 ウインレーヴドール 牡3黒鹿 55
53 △菊沢 一樹�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 41：47．8� 10．8

34 ラハトケレブ 牡5鹿 57
56 ☆義 英真永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 486＋101：47．9� 16．7�

11 ブリリアントリリー 牝3鹿 53
50 ▲西村 淳也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B470－ 6 〃 クビ 10．2�
59 ミュゼリバイアサン �5鹿 57

56 ☆木幡 初也菊地 祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 B500－ 81：48．21� 37．9�
815 キミワテンマ 牡3鹿 55 原田 和真浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 クビ 95．8�
58 グランノーブル 牡5鹿 57

55 △森 裕太朗三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 496－ 41：48．41� 33．5�
47 ノーブルバルカン 牡3鹿 55 伴 啓太吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 444＋ 41：48．82� 57．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，825，400円 複勝： 34，026，200円 枠連： 12，364，100円
馬連： 40，306，800円 馬単： 19，379，900円 ワイド： 33，396，400円
3連複： 58，006，900円 3連単： 68，675，600円 計： 290，981，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 350円 � 150円 枠 連（3－6） 1，020円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 800円 �� 290円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 10，930円

票 数

単勝票数 計 248254 的中 � 62938（1番人気）
複勝票数 計 340262 的中 � 76846（1番人気）� 17586（7番人気）� 61916（2番人気）
枠連票数 計 123641 的中 （3－6） 9308（4番人気）
馬連票数 計 403068 的中 �� 16502（7番人気）
馬単票数 計 193799 的中 �� 5219（8番人気）
ワイド票数 計 333964 的中 �� 10014（10番人気）�� 33681（1番人気）�� 8954（11番人気）
3連複票数 計 580069 的中 ��� 18527（4番人気）
3連単票数 計 686756 的中 ��� 4553（17番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―12．3―12．2―12．0―12．0―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―34．6―46．9―59．1―1：11．1―1：23．1―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3
・（1，9）－3－（2，5）11（4，7）（6，15）12（10，14）－（8，13）
1，9－3－5－（2，11，15）7（4，6，12）（10，14）（13，8）

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

勝馬の
紹 介

ア シ ェ ッ ト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．8．13 新潟8着

2015．3．16生 牝3鹿 母 アッシュケーク 母母 ケイアイグローリー 12戦2勝 賞金 24，800，000円
〔制裁〕 ミーティアトレイル号の騎手川又賢治は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・12

番）



3205711月17日 曇 良 （30福島3）第5日 第9競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時10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

713� ヒロイックアゲン 牝4黒鹿 55
54 ☆荻野 極浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 472－121：08．7 4．2�

59 メモリーコロネット 牝3黒鹿54 蛯名 正義�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 440－ 81：08．8� 4．2�
35 シセイヒテン 牡3青 56 伊藤 工真猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 442＋ 4 〃 クビ 4．8�
36 マイティーワークス 牝3青鹿 54

52 △横山 武史中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 462－ 81：09．22� 8．9�
12 ピュアコンチェルト 牝5鹿 55 吉田 隼人吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 432± 01：09．3クビ 6．4�
48 クロンヌデトワール 牝3栗 54 小崎 綾也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 474＋141：09．4� 17．8	
611 ヤマノグラップル 牡3青鹿56 柴田 善臣澤村 敏雄氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 466± 01：09．5� 126．8

23 カンバンムスメ 牝4黒鹿 55

54 ☆井上 敏樹北所 直人氏 松永 康利 浦河 大西ファーム 442＋101：09．6� 55．3�
47 ノーブルプルート 牝4鹿 55 嶋田 純次吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 470± 01：09．7クビ 31．5�
815 タガノカレン 牝3黒鹿 54

52 △森 裕太朗八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 436－ 8 〃 クビ 169．7

24 カワキタロマン 牡3黒鹿 56
54 △菊沢 一樹川島 吉男氏 武市 康男 浦河 大道牧場 468－ 8 〃 アタマ 35．2�

510 メイショウナスカ 牝3鹿 54 �島 克駿松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 470－ 61：09．8クビ 10．1�
11 アートシュアリー 牝3黒鹿54 菱田 裕二森山 進氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 406－ 61：10．01� 46．8�
714 サ イ エ ン 牝3栗 54

52 △藤田菜七子 �二風谷ファーム 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 422＋ 41：10．1� 38．0�
612 ロ ン ロ ネ オ 	3黒鹿56 津村 明秀ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 81：10．2� 106．2�
816� スターストリーム 牝5黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 426－ 41：10．52 305．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，488，200円 複勝： 35，720，000円 枠連： 13，666，900円
馬連： 48，078，200円 馬単： 22，854，300円 ワイド： 35，784，500円
3連複： 66，988，600円 3連単： 83，505，400円 計： 331，086，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 160円 � 160円 枠 連（5－7） 770円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 400円 �� 380円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 9，240円

票 数

単勝票数 計 244882 的中 � 46243（1番人気）
複勝票数 計 357200 的中 � 61360（1番人気）� 57508（2番人気）� 55642（3番人気）
枠連票数 計 136669 的中 （5－7） 13597（3番人気）
馬連票数 計 480782 的中 �� 30039（2番人気）
馬単票数 計 228543 的中 �� 7098（6番人気）
ワイド票数 計 357845 的中 �� 22849（2番人気）�� 24404（1番人気）�� 16875（5番人気）
3連複票数 計 669886 的中 ��� 30898（2番人気）
3連単票数 計 835054 的中 ��� 6551（7番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．1―11．5―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．4―45．9―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヒロイックアゲン �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 ブライアンズタイム

2014．4．23生 牝4黒鹿 母 タイムヒロイン 母母 フ ル ー ト 13戦1勝 賞金 24，626，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ブライティアサイト号・フレンドアリス号
（非抽選馬） 1頭 ルリハリ号

3205811月17日 曇 良 （30福島3）第5日 第10競走 1，700�
だ て

伊 達 特 別
発走14時45分 （ダート・右）

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

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

11 テーオーフォース 牡3黒鹿55 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 61：46．5 9．1�
35 オウケンスターダム 牡4鹿 57 川又 賢治福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 480＋ 41：47．24 37．3�
713 スズカフューラー 牡4栗 57 柴山 雄一永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 422－ 41：47．62� 22．4�
611 プ タ ハ 牡3鹿 55 吉田 隼人髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B526＋ 21：47．7クビ 19．2�
59 キタノナシラ �3鹿 55 黛 弘人北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 B482＋ 2 〃 クビ 66．4�
34 ショウナンマシェリ 牝5鹿 55 荻野 極�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 460－ 61：47．91� 65．4	
712 オーケストラ 牡3鹿 55 �島 克駿原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B486± 01：48．0クビ 2．7

23 ダノンインパルス 牡3鹿 55 田中 健�ダノックス 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 4 〃 クビ 6．8�
47 エルメネジルド 牡6鹿 57 長岡 禎仁飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 B486＋ 61：48．1クビ 184．9
610� ワンダーリアス 牝4鹿 55 荻野 琢真山本 能成氏 今野 貞一 浦河 グラストレーニ

ングセンター 442－12 〃 クビ 39．1�
58 � カヴァレリア 牡4鹿 57 丸田 恭介 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B512± 01：48．2	 16．4�
46 ボールドスパルタン 牡3青 55 柴田 善臣増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 456＋ 41：49．58 173．6�
814 ラインマッシモ 牡3栗 55 西田雄一郎大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 浦河 桑田 正己 B476＋121：50．03 94．7�
22 サンライズルーク 牡3鹿 55 �島 良太松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 500－ 81：51．06 89．9�
815 ネオテスタメント 牡3青鹿55 丸山 元気吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 日の出牧場 448＋ 41：53．3大差 2．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，769，200円 複勝： 32，537，000円 枠連： 14，581，800円
馬連： 55，872，600円 馬単： 27，792，400円 ワイド： 39，559，500円
3連複： 81，033，200円 3連単： 111，265，400円 計： 389，411，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 310円 � 690円 � 610円 枠 連（1－3） 8，630円

馬 連 �� 16，070円 馬 単 �� 26，720円

ワ イ ド �� 3，980円 �� 2，040円 �� 6，650円

3 連 複 ��� 37，560円 3 連 単 ��� 318，840円

票 数

単勝票数 計 267692 的中 � 23522（4番人気）
複勝票数 計 325370 的中 � 30921（4番人気）� 11728（9番人気）� 13383（7番人気）
枠連票数 計 145818 的中 （1－3） 1308（24番人気）
馬連票数 計 558726 的中 �� 2693（35番人気）
馬単票数 計 277924 的中 �� 780（57番人気）
ワイド票数 計 395595 的中 �� 2554（31番人気）�� 5067（18番人気）�� 1518（52番人気）
3連複票数 計 810332 的中 ��� 1618（81番人気）
3連単票数 計1112654 的中 ��� 253（604番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．7―42．5―55．2―1：07．8―1：20．7―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．7
1
3

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

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

テーオーフォース �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．10．8 京都6着

2015．3．27生 牡3黒鹿 母 キャンディーストア 母母 フサイチハッスル 8戦2勝 賞金 18，048，000円
〔その他〕 ネオテスタメント号は，競走中に疾病〔心房細動〕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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ヴェルトゥアル号・グランセノーテ号・ゲンパチマサムネ号・ゴールドパッション号・マイネルネッツ号



3205911月17日 晴 良 （30福島3）第5日 第11競走 ��2，600�フルーツラインカップ
発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，29．11．18以降30．11．11まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

福島市長賞（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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

610 ゴールドフラッグ 牡3黒鹿53 荻野 極合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B504± 02：38．6 15．7�

11 ミルトプレスト 牡4鹿 56 柴田 善臣永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 498－ 4 〃 アタマ 8．0�
713 ヒメタチバナ 牝5黒鹿51 丸田 恭介岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 470－ 42：38．7� 12．7�
46 マスターコード 牡4黒鹿55 �島 克駿�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 4 〃 クビ 4．6�
59 オリエントワークス 牝5鹿 53 木幡 巧也�G1レーシング 田中 博康 安平 追分ファーム 478－ 42：38．8クビ 6．1�
23 ショウナンラーゼン 牡3栃栗54 丸山 元気国本 哲秀氏 高野 友和 登別 青藍牧場 474＋ 42：39．22� 3．9	
611 ハ ウ エ バ ー 牡4栗 55 柴山 雄一古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 416－ 22：39．41� 36．8

35 レッドアルティスタ �6鹿 53 川又 賢治 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460－122：39．61� 18．0�
814 デルマウオッカ 牡3鹿 54 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 490－ 62：39．8	 7．2�
815 ローリングタワー 牡4黒鹿53 宮崎 北斗本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 454± 02：40．01� 77．5
34 マイネルクラフト 牡5黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム B484－ 22：40．85 25．3�
712
 ハヤブサライデン 牡6鹿 53 藤田菜七子�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 486－ 2 〃 クビ 54．5�
22 ケイツーリラ 牝3青鹿51 横山 武史楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 430－ 82：41．75 29．5�
58 ホクセンジョウオー 牝3黒鹿51 菊沢 一樹大野 裕氏 松山 将樹 日高 佐々木 康治 454－ 22：42．65 51．7�
47 ストーミング 牡7栗 53 菱田 裕二栗坂 崇氏 柄崎 孝 浦河 中神牧場 486－ 82：47．0大差 269．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，430，600円 複勝： 58，155，900円 枠連： 28，477，600円
馬連： 132，937，100円 馬単： 49，970，900円 ワイド： 72，027，000円
3連複： 201，388，900円 3連単： 234，613，600円 計： 816，001，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 490円 � 240円 � 380円 枠 連（1－6） 4，170円

馬 連 �� 7，620円 馬 単 �� 16，070円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 2，470円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 23，750円 3 連 単 ��� 170，090円

票 数

単勝票数 計 384306 的中 � 19541（7番人気）
複勝票数 計 581559 的中 � 28591（7番人気）� 69989（4番人気）� 38494（6番人気）
枠連票数 計 284776 的中 （1－6） 5291（24番人気）
馬連票数 計1329371 的中 �� 13519（27番人気）
馬単票数 計 499709 的中 �� 2331（59番人気）
ワイド票数 計 720270 的中 �� 7577（30番人気）�� 7450（31番人気）�� 12819（16番人気）
3連複票数 計2013889 的中 ��� 6357（77番人気）
3連単票数 計2346136 的中 ��� 1000（527番人気）

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

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�
13．0―24．6―36．5―48．4―1：00．3―1：12．5―1：24．6―1：37．1―1：49．7―2：02．1―2：14．5―2：26．5

コーナー
通過順位

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

2
�

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

ゴールドフラッグ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2017．7．16 函館4着

2015．4．10生 牡3黒鹿 母 ポイントフラッグ 母母 パストラリズム 13戦3勝 賞金 41，967，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ストーミング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月17日まで平地競走

に出走できない。

3206011月17日 晴 良 （30福島3）第5日 第12競走 ��2，000�
た か ゆ お ん せ ん

高 湯 温 泉 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 532，000円 152，000円 76，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

815 トータルソッカー 牡4栗 57 柴田 善臣渡邊 隆氏 伊藤 正徳 新ひだか 真歌田中牧場 498＋ 22：00．0 7．4�
714 ジ ャ コ マ ル 牡4鹿 57 横山 武史晴間 芳次氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 456± 02：00．21� 4．3�
510 ソイルトゥザソウル 牡3青鹿55 木幡 初也グリーンスウォード高市 圭二 新冠 村田牧場 438＋ 22：00．3� 31．2�
23 ミッキーバード 牡3鹿 55 津村 明秀野田みづき氏 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 514＋ 42：00．4� 5．9�
816 キングフォルテ 牡3鹿 55 吉田 隼人平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 514－ 82：00．71� 15．3�
47 ウインスラーヴァ 牡3鹿 55 黛 弘人�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 460－ 22：01．01� 61．1	
12 デルマオギン 牝5鹿 55 	島 克駿浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 458－16 〃 ハナ 100．1

11 ラントシャフト 牝4栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 62：01．21
 217．1�
35 ヴァンベールシチー 牡4栗 57 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 426－ 4 〃 クビ 49．1�
48 バ リ エ ン テ 牡3黒鹿55 菊沢 一樹畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 小河 豊水 432－12 〃 アタマ 53．7
36 ストロングレヴィル 牡4黒鹿57 丸山 元気村木 篤氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－122：01．3� 3．6�
24 アイスコールド 牝5鹿 55 荻野 極ゴドルフィン 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 62：01．51
 32．4�
713 ロードゴラッソ 牡3青 55 藤田菜七子 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 470－ 22：01．71
 16．0�
612 ヒドゥンパラメータ 牡4鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 450－ 82：01．8� 7．1�
611 ワタシヲマッテル 牝3栗 53 蛯名 正義小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 454－122：01．9� 32．9�
59 ロックザボート 牝3鹿 53 川又 賢治 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492－102：02．21� 63．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，113，200円 複勝： 41，255，200円 枠連： 18，068，900円
馬連： 62，945，100円 馬単： 26，419，300円 ワイド： 42，378，500円
3連複： 94，336，500円 3連単： 111，622，000円 計： 428，138，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 240円 � 170円 � 760円 枠 連（7－8） 670円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，390円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 9，760円 3 連 単 ��� 39，650円

票 数

単勝票数 計 311132 的中 � 33365（5番人気）
複勝票数 計 412552 的中 � 44798（4番人気）� 75113（2番人気）� 10985（10番人気）
枠連票数 計 180689 的中 （7－8） 20626（1番人気）
馬連票数 計 629451 的中 �� 44592（2番人気）
馬単票数 計 264193 的中 �� 8381（5番人気）
ワイド票数 計 423785 的中 �� 28459（2番人気）�� 4293（27番人気）�� 5267（21番人気）
3連複票数 計 943365 的中 ��� 7244（27番人気）
3連単票数 計1116220 的中 ��� 2041（102番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．9―12．4―12．6―12．1―12．2―12．1―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．4―47．8―1：00．4―1：12．5―1：24．7―1：36．8―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トータルソッカー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2016．10．16 東京9着

2014．4．4生 牡4栗 母 ウェンブリー 母母 クラウンアスリート 27戦3勝 賞金 68，438，000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 タイドオーバー号



（30福島3）第5日 11月17日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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
10，370，000円
20，510，000円
1，900，000円
20，090，000円
76，948，000円
4，758，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
284，135，900円
412，134，900円
152，050，900円
557，594，500円
255，608，000円
399，767，300円
822，420，100円
997，749，300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 3，881，460，900円

総入場人員 9，598名 （有料入場人員 7，620名）
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