
3201311月3日 曇 良 （1福島3） 第2日 第1競走 ��1，700�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・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
1：46．3
1：44．9

稍重
稍重

89 セイエスコート 牡2鹿 55
54 ☆横山 武史金田 成基氏 菊川 正達 日高 若林 順一 468＋ 61：49．4 5．6�

44 ボ マ ラ イ ン 牡2鹿 55
52 ▲藤田菜七子野嶋 祥二氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 460＋ 21：49．61� 5．3�

66 コパノライダー 牡2青鹿 55
53 △斎藤 新小林 照弘氏 斎藤 誠 新ひだか へいはた牧場 456＋141：49．7� 6．3�

810 サンダーボマー 牡2鹿 55
52 ▲菅原 明良岡 浩二氏 土田 稔 新冠 中山 高鹿康 416－ 21：49．91 7．8�

55 ワンモアエフォート 牡2栗 55
52 ▲大塚 海渡内藤 好江氏 勢司 和浩 日高 中館牧場 482＋ 21：50．53� 3．0�

11 ピンポンダッシュ 牝2黒鹿54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新ひだか 飛野牧場 422＋ 21：50．6クビ 21．9�
77 ニシノアオハル 牡2栗 55 石川裕紀人西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 小倉 光博 464－ 41：50．7� 7．9	
22 メイショウサフラン 牡2栗 55

52 ▲団野 大成松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 浦新 徳司 422－ 21：50．8� 45．0

33 ネオアンビシャス 牝2青鹿54 中谷 雄太 �ユートピア牧場 林 徹 むかわ 上水牧場 458± 01：51．22� 103．2�
78 トーセンウエーブ 牡2黒鹿 55

52 ▲山田 敬士島川 哉氏 松永 康利 日高 有限会社 エ
スティファーム 430＋ 21：51．94 81．1�
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売 得 金
単勝： 19，847，800円 複勝： 28，224，900円 枠連： 6，302，000円
馬連： 32，504，400円 馬単： 17，445，900円 ワイド： 25，206，000円
3連複： 48，287，300円 3連単： 61，773，900円 計： 239，592，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 170円 � 230円 枠 連（4－8） 600円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 420円 �� 530円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 13，200円

票 数

単勝票数 計 198478 的中 � 29473（3番人気）
複勝票数 計 282249 的中 � 47741（2番人気）� 44441（3番人気）� 27567（6番人気）
枠連票数 計 63020 的中 （4－8） 8104（2番人気）
馬連票数 計 325044 的中 �� 25000（4番人気）
馬単票数 計 174459 的中 �� 6146（9番人気）
ワイド票数 計 252060 的中 �� 15890（5番人気）�� 12160（7番人気）�� 8921（11番人気）
3連複票数 計 482873 的中 ��� 12615（10番人気）
3連単票数 計 617739 的中 ��� 3392（46番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―11．9―12．9―13．6―13．0―12．6―13．3―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．2―43．1―56．7―1：09．7―1：22．3―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイエスコート �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2019．7．7 福島11着

2017．5．15生 牡2鹿 母 クリスタルスピカ 母母 ローズレッド 6戦1勝 賞金 8，100，000円

3201411月3日 曇 良 （1福島3） 第2日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時20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
1：46．2
1：45．6

良
良

36 ミッキーハッスル 牡2黒鹿55 吉田 隼人野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 450－ 41：48．7 2．6�
816 ウインアステロイド 牡2青鹿 55

54 ☆横山 武史�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 444± 01：48．91� 18．8�
611 リトルマンマミーア 牝2鹿 54

52 △木幡 育也小林 善一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 444－ 8 〃 クビ 13．4�
35 パラティーノヒル 牝2栗 54

51 ▲団野 大成吉田 照哉氏 武藤 善則 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 398± 01：49．0� 57．9�

47 バトーブラン 牝2芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 432＋ 4 〃 ハナ 16．3�

24 セ コ イ ア 牝2栗 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 448－ 61：49．42� 182．8	
59 トリッキーカフェ 牡2鹿 55 柴田 善臣西川 恭子氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 452＋ 41：49．61� 26．6

713 バルバレスコ 牝2鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：49．7クビ 3．6�
23 リメインオブザデイ 牝2青鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 398－ 2 〃 クビ 8．3
815 ワンダーエルツ 牡2黒鹿55 長岡 禎仁山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 藤春 修二 422－ 21：49．8クビ 58．3�
11 シャクライス 牝2鹿 54 勝浦 正樹 Him Rock Racing

ホールディングス� 上原 博之 日高 北田 剛 392－101：50．01� 37．0�
510 ショウナンラクトン 牝2黒鹿 54

52 △斎藤 新国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか 西村 和夫 460＋ 4 〃 ハナ 260．9�
612 ウインクランベリー 牝2栗 54 石川裕紀人�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 400＋ 21：50．1� 162．2�
714 ダビデヴィットリオ 牡2鹿 55 江田 照男加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 474± 01：50．42 288．1�
12 タイセイバイタル 牡2青鹿55 	島 克駿田中 成奉氏 高橋 義忠 新ひだか 沖田 忠幸 B474＋ 81：50．71
 54．7�
48 ミ ネ ル バ 牝2栗 54

51 ▲菅原 明良新谷 正子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 440－ 21：50．8クビ 10．4�
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売 得 金
単勝： 27，329，500円 複勝： 37，768，200円 枠連： 9，678，300円
馬連： 40，635，300円 馬単： 21，394，600円 ワイド： 36，150，300円
3連複： 64，331，600円 3連単： 71，946，700円 計： 309，234，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 380円 � 310円 枠 連（3－8） 2，150円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 960円 �� 670円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 7，910円 3 連 単 ��� 41，960円

票 数

単勝票数 計 273295 的中 � 84815（1番人気）
複勝票数 計 377682 的中 � 86863（2番人気）� 21391（6番人気）� 27393（5番人気）
枠連票数 計 96783 的中 （3－8） 3475（10番人気）
馬連票数 計 406353 的中 �� 10828（12番人気）
馬単票数 計 213946 的中 �� 3734（15番人気）
ワイド票数 計 361503 的中 �� 9755（11番人気）�� 14385（5番人気）�� 3904（24番人気）
3連複票数 計 643316 的中 ��� 6097（26番人気）
3連単票数 計 719467 的中 ��� 1243（126番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．9―12．6―12．6―12．4―12．3―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―22．9―34．8―47．4―1：00．0―1：12．4―1：24．7―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミッキーハッスル �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2019．10．15 東京4着

2017．3．14生 牡2黒鹿 母 ミッキーレモン 母母 イルネージュ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 セコイア号の騎手木幡初也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

ミネルバ号の騎手菅原明良は，1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：10番）

第３回 福島競馬 第２日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



3201511月3日 曇 良 （1福島3） 第2日 第3競走 ��
��1，700�3歳以上1勝クラス

発走10時50分 （500万円以下） （ダート・右）
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

11 スキッピングロック 牡3鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 452－ 41：47．5 9．4�
22 � ノ イ ー ヴ ァ 牝3鹿 53

52 ☆横山 武史�ノースヒルズ 安田 翔伍 米 Spendthrift
Farm LLC B480＋ 4 〃 クビ 2．4�

79 フィストバンプ 牡3青鹿 55
52 ▲山田 敬士小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 498＋ 21：47．6	 11．9�

810 タマモサンシーロ 牡3鹿 55 藤井勘一郎タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 520＋181：47．7	 7．4�
44 フィリアーノ 牡3芦 55 丸山 元気吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：48．12	 4．2	
55 アイムソーグレイト 牡3栗 55 黛 弘人平井 裕氏 藤原 辰雄 浦河 岡部牧場 458－ 61：48．31
 67．9

67 オイシイナア 牝3鹿 53 丹内 祐次小田切有一氏 本間 忍 新冠 中地 康弘 460＋ 8 〃 ハナ 33．2�
66 レッドクライム �5栗 57 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 田中 博康 新冠 新冠橋本牧場 470＋10 〃 ハナ 34．1�
33 � サンライズアミーゴ 牡4芦 57 石川裕紀人松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 B478＋ 41：48．4クビ 76．5
811� デ ス ト ロ イ 牡5栗 57

54 ▲菅原 明良諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B504－ 41：48．61
 18．0�
78 ファイナルマズル 牡3鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 468－ 61：48．7 7．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，536，500円 複勝： 29，400，500円 枠連： 7，121，700円
馬連： 34，234，300円 馬単： 19，056，200円 ワイド： 28，621，400円
3連複： 49，097，600円 3連単： 69，952，300円 計： 259，020，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 180円 � 120円 � 260円 枠 連（1－2） 950円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，010円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，670円 3 連 単 ��� 17，650円

票 数

単勝票数 計 215365 的中 � 18314（5番人気）
複勝票数 計 294005 的中 � 36893（4番人気）� 83694（1番人気）� 22298（6番人気）
枠連票数 計 71217 的中 （1－2） 5753（4番人気）
馬連票数 計 342343 的中 �� 27942（3番人気）
馬単票数 計 190562 的中 �� 6009（9番人気）
ワイド票数 計 286214 的中 �� 22490（3番人気）�� 6691（14番人気）�� 15364（5番人気）
3連複票数 計 490976 的中 ��� 13771（9番人気）
3連単票数 計 699523 的中 ��� 2873（54番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．4―43．4―56．8―1：09．2―1：21．5―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スキッピングロック �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．10．28 京都3着

2016．4．4生 牡3鹿 母 アイルビーバウンド 母母 バウンドトゥダンス 10戦2勝 賞金 18，900，000円

3201611月3日 晴 良 （1福島3） 第2日 第4競走 2，750�障害3歳以上未勝利
発走11時20分 （ 芝 ）

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

22 コスモロブロイ 牡4青鹿60 草野 太郎岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 514＋ 43：01．0 1．8�
57 インシュラー �5鹿 60 伴 啓太 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 450－ 23：01．42� 17．9�
610 フォワードカフェ 牡7黒鹿60 山本 康志西川 恭子氏 和田 勇介 むかわ 上水牧場 534－ 63：02．14 6．0�
46 ア キ ン ド 牡3鹿 58 石神 深一小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 496± 03：03．16 9．4�
813 ジョーカーワイルド 牡4鹿 60 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 510－ 63：03．31� 6．5�
45 ウォーターミリオン 牡6栗 60 佐久間寛志山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 438－ 83：03．72� 25．0	
58 デ ィ ー ド 牡3鹿 58 北沢 伸也林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム 494± 03：03．91� 41．1

814 メイショウカマクラ 牡6青鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 大島牧場 516－ 43：04．43 17．2�
712� エポドスミノル �4黒鹿60 難波 剛健吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 436－ 23：04．61 57．2�
11 スズカキッド 牡3栗 58 大江原 圭永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 宮内牧場 448－ 63：04．7� 181．2
69 リネンエイコウ 牝3栗 56 高野 和馬戸山 光男氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 422－ 43：05．02 216．4�
34 オールマイト 牡3鹿 58 黒岩 悠中西 功氏 服部 利之 日高 高山牧場 478± 03：08．0大差 82．5�
33 ブルービューティ 牝4黒鹿58 上野 翔桜井 欣吾氏 星野 忍 新ひだか 飛野牧場 472＋103：09．38 34．8�
711� メイショウカロッタ 牡7鹿 60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 日の出牧場 504－163：11．2大差 33．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，259，600円 複勝： 18，368，300円 枠連： 9，502，800円
馬連： 26，149，400円 馬単： 17，639，400円 ワイド： 21，467，100円
3連複： 46，936，600円 3連単： 63，003，500円 計： 220，326，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 300円 � 170円 枠 連（2－5） 1，280円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 720円 �� 300円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 11，140円

票 数

単勝票数 計 172596 的中 � 75753（1番人気）
複勝票数 計 183683 的中 � 61038（1番人気）� 10223（6番人気）� 25461（2番人気）
枠連票数 計 95028 的中 （2－5） 5746（5番人気）
馬連票数 計 261494 的中 �� 11734（6番人気）
馬単票数 計 176394 的中 �� 6284（7番人気）
ワイド票数 計 214671 的中 �� 7330（8番人気）�� 21049（2番人気）�� 3234（16番人気）
3連複票数 計 469366 的中 ��� 13278（5番人気）
3連単票数 計 630035 的中 ��� 4100（23番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 50．4－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモロブロイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．9．3 新潟10着

2015．3．18生 牡4青鹿 母 ヴィクトリアルイゼ 母母 ア タ ラ マ 障害：2戦1勝 賞金 10，900，000円
〔騎手変更〕 インシュラー号の騎手五十嵐雄祐は，第1日第4競走での落馬負傷のため伴啓太に変更。
〔制裁〕 ジョーカーワイルド号の騎手小野寺祐太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウイライザ号



3201711月3日 晴 良 （1福島3） 第2日 第5競走 ��
��1，700�2歳新馬

発走12時10分 （ダート・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
1：46．3
1：44．9

稍重
稍重

46 キタノオクトパス 牡2鹿 55
52 ▲菅原 明良北所 直人氏 高木 登 新ひだか 見上牧場 542 ―1：49．3 5．9�

23 ギャラクシーソウル 牝2芦 54
52 △斎藤 新吉田 安惠氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム 442 ―1：49．62 14．6�

814 フームスムート 牡2黒鹿55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト
クラブ 500 ―1：50．55 6．2�

11 タガノマイクラフト 牡2芦 55 城戸 義政八木 良司氏 奥村 豊 新冠 八木牧場 486 ―1：51．13� 18．0�
58 ラ パ ウ ィ ラ 牡2芦 55 黛 弘人八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 454 ― 〃 ハナ 56．7�
59 レジーナクィーン 牝2芦 54 横山 和生坂田 行夫氏 土田 稔 新冠 村上 進治 454 ―1：51．31� 36．4	
713 ケイツーポンド 牡2黒鹿 55

54 ☆横山 武史楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 中田 英樹 472 ― 〃 ハナ 5．1

35 アイウィットネス 牝2鹿 54 	島 克駿 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 484 ―1：51．93� 7．2�
712 ワールドウィスラー 牡2鹿 55

52 ▲山田 敬士田頭 勇貴氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 446 ―1：52．75 90．7
47 ブレージングサドル 牝2栗 54 丸田 恭介 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 追分ファーム 434 ― 〃 クビ 21．5�
22 タイセイプルミエ 牝2鹿 54 荻野 極田中 成奉氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 472 ―1：54．5大差 8．3�
610 バッファローボム 牡2栗 55 菱田 裕二 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 540 ―1：54．71� 45．5�
815 ソ リ ス ト 牡2黒鹿 55

53 △木幡 育也 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 458 ―1：55．12� 213．4�
611 チェインストーリー 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子吉田 照哉氏 大江原 哲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498 ―1：55．84 8．5�

34 ティーポンド 牡2青 55 嶋田 純次深見 富朗氏 伊藤 伸一 日高 いとう牧場 464 ― 〃 ハナ 31．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，535，800円 複勝： 30，338，600円 枠連： 10，950，900円
馬連： 37，509，200円 馬単： 17，782，600円 ワイド： 33，045，300円
3連複： 61，085，600円 3連単： 64，914，700円 計： 279，162，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 380円 � 230円 枠 連（2－4） 1，230円

馬 連 �� 4，950円 馬 単 �� 8，090円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 1，000円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 15，010円 3 連 単 ��� 71，630円

票 数

単勝票数 計 235358 的中 � 33126（2番人気）
複勝票数 計 303386 的中 � 40151（2番人気）� 18297（7番人気）� 35361（5番人気）
枠連票数 計 109509 的中 （2－4） 6888（4番人気）
馬連票数 計 375092 的中 �� 5866（19番人気）
馬単票数 計 177826 的中 �� 1647（33番人気）
ワイド票数 計 330453 的中 �� 5368（18番人気）�� 8697（9番人気）�� 3945（26番人気）
3連複票数 計 610856 的中 ��� 3052（50番人気）
3連単票数 計 649147 的中 ��� 657（227番人気）

ハロンタイム 7．2―11．9―12．9―13．3―13．4―13．1―13．1―12．5―11．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―19．1―32．0―45．3―58．7―1：11．8―1：24．9―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キタノオクトパス �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 グラスワンダー 初出走

2017．4．28生 牡2鹿 母 ヒロアンジェロ 母母 スポーデズブルー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チェインストーリー号・ティーポンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月

3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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アナハ号・キタノエスポワール号・ツキマデトドケ号・ペイシャバレー号・マルブツハーモニー号・

ロードクリーガー号

3201811月3日 晴 良 （1福島3） 第2日 第6競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時40分 （芝・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
1：07．0
1：06．5

良
良

35 � ドリームジャンボ 牝4鹿 55
52 ▲菅原 明良�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ヒカル牧場 492＋101：08．6 68．3�

11 ヴィーナスフローラ 牝5栗 55 吉田 隼人大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486－ 21：08．92 5．2�

47 プリズマティコ 牝4鹿 55
54 ☆西村 淳也 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 470－ 8 〃 クビ 26．9�

24 ジューンシルフィア 牝3栗 54 �島 克駿吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 432－ 41：09．32� 25．6�
713 モズハチキン 牝3鹿 54 石川裕紀人 �キャピタル・システム 大久保龍志 浦河 大道牧場 B452＋ 21：09．51	 4．2	
714 エンジェルカナ 牝3栗 54

53 ☆横山 武史 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 412－10 〃 クビ 15．9

510 ベルダニューブ 牝4栗 55 城戸 義政幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 460＋101：09．6� 35．4�
48 ファンシャン 牝3栃栗 54

51 ▲団野 大成�ターフ・スポート畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 422± 0 〃 アタマ 11．8�

612 セイウンミツコ 牝4黒鹿55 丹内 祐次西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 440－101：09．7� 57．2
611 ロ ナ 牝3黒鹿 54

52 △斎藤 新桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B458－ 41：09．8� 2．7�
23 モダンテイスト 牝3鹿 54

52 △木幡 育也岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 広田牧場 456－ 41：09．9� 59．5�
36 メイショウハバネラ 牝5栗 55 柴山 雄一松本 和子氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 480± 01：10．11	 97．0�
816� メモリーディディ 牝5鹿 55 加藤 祥太�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 日高 下河辺牧場 446－ 21：10．31	 384．1�
12 レッドパラス 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子 �東京ホースレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 464＋12 〃 クビ 12．4�
815 ラッシュハート 牝5鹿 55

54 ☆川又 賢治小林 哲之氏 牧浦 充徳 日高 オリオンファーム 432－ 41：10．61� 22．9�
59 タ ン レ イ 牝3芦 54 丸山 元気佐久間拓士氏 伊藤 大士 新ひだか 藤沢牧場 434－ 21：11．02� 41．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，237，900円 複勝： 40，736，000円 枠連： 13，104，400円
馬連： 43，299，400円 馬単： 20，988，800円 ワイド： 37，779，500円
3連複： 69，591，300円 3連単： 79，845，800円 計： 333，583，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，830円 複 勝 � 1，390円 � 200円 � 800円 枠 連（1－3） 7，470円

馬 連 �� 18，330円 馬 単 �� 45，620円

ワ イ ド �� 5，250円 �� 12，960円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 92，210円 3 連 単 ��� 643，200円

票 数

単勝票数 計 282379 的中 � 3306（14番人気）
複勝票数 計 407360 的中 � 6539（13番人気）� 67555（3番人気）� 11753（9番人気）
枠連票数 計 131044 的中 （1－3） 1359（22番人気）
馬連票数 計 432994 的中 �� 1830（47番人気）
馬単票数 計 209888 的中 �� 345（106番人気）
ワイド票数 計 377795 的中 �� 1850（51番人気）�� 743（85番人気）�� 4613（22番人気）
3連複票数 計 695913 的中 ��� 566（209番人気）
3連単票数 計 798458 的中 ��� 90（1293番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．4―11．5―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．0―45．5―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．6
3 ・（5，9）10（7，11，14）12（3，8，15）（13，2）1（4，6）16 4 5（9，10）（7，11，14）－12（1，3，8）－13（4，15）（2，6）16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ドリームジャンボ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 オ ー ス

2015．4．11生 牝4鹿 母 ピュアドリーム 母母 マツクスフリート 18戦1勝 賞金 18，950，000円
初出走 JRA



3201911月3日 晴 良 （1福島3） 第2日 第7競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時10分 （芝・右）（500万円以下）

若手騎手；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
1：57．3
1：56．1

良
良

22 マルシュロレーヌ 牝3鹿 53 石川裕紀人 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454－ 81：59．8 6．5�
69 ラ レ ゾ ン 牝5黒鹿 55

52 ▲菅原 明良 �社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438－ 4 〃 クビ 4．9�

711 アマネセール 牡3青鹿 55
52 ▲団野 大成 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 482－102：00．01� 4．1�

58 ホウオウエーデル 牡3鹿 55
54 ☆横山 武史小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 482± 02：00．1� 9．8�

814 エリンズロマーネ 牝4栗 55
54 ☆西村 淳也吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 490－ 42：00．52� 14．9�

57 ブレーヴユニコーン 牡3青鹿55 木幡 初也諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 510± 02：00．6� 40．7	
33 ポイントオブオナー 牡3栗 55

52 ▲大塚 海渡吉田 勝己氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 460－ 22：00．7� 38．9

45 タマノジュメイラ 牝3鹿 53

51 △斎藤 新玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 468－ 8 〃 アタマ 6．4�
34 ハ ナ ソ メ イ 牝4黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子林 瑛子氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 444－ 22：00．8� 29．4�
46 マイネルベレーロ 牡5栗 57 伴 啓太 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 494＋ 22：00．9� 142．2�
610 ストームリッパー �3鹿 55

53 △木幡 育也吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B496＋ 82：01．0� 19．9�
712 アックアアルタ 牝3青鹿53 �島 克駿 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：01．1クビ 11．8�
11 ハートウォーミング 牝3青鹿 53

52 ☆川又 賢治ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B440＋ 4 〃 アタマ 23．9�

813 アスクフラッシュ 牡3黒鹿55 荻野 極廣崎利洋HD 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 500－ 22：01．31� 15．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，093，800円 複勝： 35，603，000円 枠連： 11，729，300円
馬連： 42，278，400円 馬単： 18，665，600円 ワイド： 36，778，800円
3連複： 68，154，800円 3連単： 72，645，600円 計： 309，949，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 170円 � 160円 枠 連（2－6） 1，730円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 730円 �� 680円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 15，010円

票 数

単勝票数 計 240938 的中 � 29478（4番人気）
複勝票数 計 356030 的中 � 36685（4番人気）� 53688（2番人気）� 66357（1番人気）
枠連票数 計 117293 的中 （2－6） 5242（8番人気）
馬連票数 計 422784 的中 �� 15264（5番人気）
馬単票数 計 186656 的中 �� 3363（12番人気）
ワイド票数 計 367788 的中 �� 12456（5番人気）�� 13547（4番人気）�� 24373（1番人気）
3連複票数 計 681548 的中 ��� 20211（2番人気）
3連単票数 計 726456 的中 ��� 3508（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．9―35．6―47．8―1：00．2―1：12．2―1：23．9―1：35．9―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルシュロレーヌ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．2．3 京都2着

2016．2．4生 牝3鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 7戦2勝 賞金 15，900，000円

3202011月3日 晴 良 （1福島3） 第2日 第8競走 ��1，150�3歳以上1勝クラス
発走13時40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 キタノオドリコ 牝3鹿 54 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 482－121：09．0 27．6�
36 ミヤラビランド 牝5鹿 55

54 ☆西村 淳也石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 458－ 61：09．1� 18．7�
47 � ダノンコスモス 牝5栗 55

53 △斎藤 新�ダノックス 高橋 康之 日高 白井牧場 462± 01：09．31� 3．8�
23 メイショウアマギ 牡3鹿 56 柴山 雄一松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 480－ 2 〃 クビ 5．3�
816 ロ ブ ラ リ ア 牝4栗 55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 476± 0 〃 ハナ 37．6�
12 スケールアップ 牡6黒鹿 57

55 △木幡 育也髙岡 浩行氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 494－ 2 〃 ハナ 168．6	
24 テンモントム 牡3鹿 56 黛 弘人 
スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 440－121：09．4	 43．6�
11 マイネルナイペス 牡3鹿 56 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 B450－121：09．61� 14．5�
510 シェルトファータ 牝3栗 54

51 ▲団野 大成水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 森永 聡 436＋ 21：09．81� 11．4
815� リリカルドーン 牝4栗 55 柴田 善臣ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 11：09．9	 16．4�
612 スマートモリガン 牝3青鹿 54

53 ☆横山 武史大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 飛野牧場 B470－ 21：10．11 7．9�
48 ホウロクダマ 牡5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 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 554＋18 〃 クビ 46．4�
59 ホッコータピタン 牝4栗 55

52 ▲菅原 明良北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 450－ 81：10．2クビ 122．0�
611 ビップソルダー 牡5鹿 57 中谷 雄太鈴木 邦英氏 松下 武士 浦河 駿河牧場 484－121：10．3� 46．0�
35 サーストンネイジュ 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子玉置 潔氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 468＋141：10．5� 3．8�
713 クリノロマン 牝4芦 55 西田雄一郎栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 450－16 （競走中止） 260．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，341，200円 複勝： 37，430，000円 枠連： 12，135，300円
馬連： 45，093，400円 馬単： 22，380，300円 ワイド： 37，616，300円
3連複： 66，235，600円 3連単： 77，687，100円 計： 326，919，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，760円 複 勝 � 770円 � 390円 � 180円 枠 連（3－7） 4，610円

馬 連 �� 28，380円 馬 単 �� 47，550円

ワ イ ド �� 7，240円 �� 1，500円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 24，390円 3 連 単 ��� 237，650円

票 数

単勝票数 計 283412 的中 � 8210（9番人気）
複勝票数 計 374300 的中 � 10499（9番人気）� 23075（7番人気）� 67523（2番人気）
枠連票数 計 121353 的中 （3－7） 2036（19番人気）
馬連票数 計 450934 的中 �� 1231（59番人気）
馬単票数 計 223803 的中 �� 353（112番人気）
ワイド票数 計 376163 的中 �� 1296（60番人気）�� 6503（18番人気）�� 8815（13番人気）
3連複票数 計 662356 的中 ��� 2036（77番人気）
3連単票数 計 776871 的中 ��� 237（638番人気）

ハロンタイム 9．3―10．9―11．3―12．0―12．5―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．3―20．2―31．5―43．5―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタノオドリコ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Danzig デビュー 2018．8．18 新潟14着

2016．4．29生 牝3鹿 母 ブライドウッド 母母 Braiswick 10戦2勝 賞金 15，600，000円
〔競走中止〕 クリノロマン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ミヤラビランド号の騎手西村淳也は，最後の直線コース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）



3202111月3日 曇 良 （1福島3） 第2日 第9競走 ��
��1，800�きんもくせい特別

発走14時15分（番組第10競走を順序変更） （芝・右）
2歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．2
1：45．6

良
良

22 ココロノトウダイ 牡2鹿 55 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 516＋121：49．3 1．8�
66 エヴァーガーデン 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 452－ 41：49．4� 4．1�
77 コスモギンガ 牝2芦 54 横山 武史岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 日高 出口牧場 B446＋ 21：50．25 13．4�
33 ブライティアランド 牝2芦 54 黛 弘人小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 474± 01：50．84 9．3�
55 ガ ッ ツ 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 21：51．22� 54．1�
11 サンヘイワード 牡2栗 55 団野 大成 	加藤ステーブル 青木 孝文 日高 株式会社

ケイズ 456－ 21：51．3� 136．4

44 エバービクトリアス 牡2鹿 55 菅原 明良大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 クビ 4．7�

（7頭）

売 得 金
単勝： 33，399，800円 複勝： 19，362，600円 枠連： 発売なし
馬連： 32，339，200円 馬単： 24，326，300円 ワイド： 17，983，100円
3連複： 34，443，000円 3連単： 119，383，300円 計： 281，237，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 160円 �� 280円 �� 330円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 2，190円

票 数

単勝票数 計 333998 的中 � 150004（1番人気）
複勝票数 計 193626 的中 � 79670（1番人気）� 38187（2番人気）
馬連票数 計 323392 的中 �� 71524（1番人気）
馬単票数 計 243263 的中 �� 36487（1番人気）
ワイド票数 計 179831 的中 �� 34465（1番人気）�� 14502（5番人気）�� 11978（7番人気）
3連複票数 計 344430 的中 ��� 29540（4番人気）
3連単票数 計1193833 的中 ��� 39464（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．0―50．1―1：02．6―1：14．6―1：26．2―1：37．4

コーナー
通過順位

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

2
4
・（4，6）（3，7）2（1，5）・（6，2）（4，7）3（1，5）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ココロノトウダイ �

父 エイシンフラッシュ �


母父 アグネスタキオン デビュー 2019．7．13 福島2着

2017．2．13生 牡2鹿 母 フェアリーダンス 母母 フェアリードール 3戦2勝 賞金 17，968，000円
〔騎手変更〕 サンヘイワード号の騎手西田雄一郎は，第8競走での落馬負傷のため団野大成に変更。

3202211月3日 曇 良 （1福島3） 第2日 第10競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走14時50分（番組第9競走を順序変更） （500万円以下） （芝・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
1：07．0
1：06．5

良
良

815 ブラックダンサー 牝3黒鹿 54
53 ☆西村 淳也前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：08．9 5．6�

713� ヴォイスオブジョイ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan

Connors 456－ 41：09．11	 3．4�
612
 シルヴェーヌ 牝4鹿 55 江田 照男西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 450－ 81：09．31	 249．4�
35 タガノカルラ 牡3鹿 56 吉田 隼人八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438＋ 41：09．4� 19．4�
714 ヤマニンベリンダ 牝5黒鹿 55

52 ▲小林 凌大土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 470－ 21：09．61	 11．0�
510 ブレイズガール 牝6鹿 55

52 ▲団野 大成岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B498－10 〃 ハナ 21．7	
23 クルークヴァール 牡4鹿 57 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：09．7� 11．5

24 � マイネルアムニス 牡5芦 57 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph
Berglar 500－16 〃 クビ 70．3�

611 ジャスティンラヴ 牝5黒鹿 55
54 ☆川又 賢治山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 408－101：09．8� 200．2�

48 � ヨークテソーロ 牝3鹿 54
51 ▲菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 愛 Rabbah Blood-
stock Limited 428－ 81：09．9 9．6

59 
 サウンドオブビット 牡6鹿 57
54 ▲山田 敬士馬場 祥晃氏 松永 康利 浦河 大北牧場 472－ 6 〃 アタマ 51．9�

11 � パーティナシティ 牡3鹿 56
53 ▲藤田菜七子ゴドルフィン 高橋 義忠 英

Bumble Blood-
stock & Irish
National Stud

502＋16 〃 クビ 3．4�
36 バリンジャー �5栗 57

56 ☆横山 武史金子真人ホール
ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 440± 01：10．11	 23．3�

816� エターナルブレイズ 牝3鹿 54
52 △斎藤 新�レッドマジック金成 貴史 愛

Ecurie Des Mon-
ceaux & Sky-
marc Farm Inc

466－101：10．31 69．5�
12 
 スズカブレーン 牡7鹿 57

55 △木幡 育也永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B482－ 4 〃 クビ 247．2�
47 アルチレイロ �5青鹿57 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 464＋ 21：11．15 95．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，476，000円 複勝： 44，671，200円 枠連： 21，484，400円
馬連： 69，628，600円 馬単： 33，561，600円 ワイド： 54，892，600円
3連複： 109，616，700円 3連単： 132，378，500円 計： 502，709，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 240円 � 160円 � 3，590円 枠 連（7－8） 950円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 670円 �� 19，480円 �� 12，560円

3 連 複 ��� 96，150円 3 連 単 ��� 341，540円

票 数

単勝票数 計 364760 的中 � 51284（3番人気）
複勝票数 計 446712 的中 � 47991（3番人気）� 92621（1番人気）� 2304（16番人気）
枠連票数 計 214844 的中 （7－8） 17406（3番人気）
馬連票数 計 696286 的中 �� 34056（5番人気）
馬単票数 計 335616 的中 �� 8240（8番人気）
ワイド票数 計 548926 的中 �� 22829（4番人気）�� 698（88番人気）�� 1085（75番人気）
3連複票数 計1096167 的中 ��� 855（199番人気）
3連単票数 計1323785 的中 ��� 281（820番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．6―11．5―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．4―45．9―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックダンサー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2018．9．9 阪神1着

2016．3．15生 牝3黒鹿 母 クーリドフレイズ 母母 ゴ レ ラ 11戦2勝 賞金 20，020，000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） 2頭 シェヴェルニー号・バカラクイーン号
（非抽選馬） 1頭 ランドルーラー号



3202311月3日 曇 良 （1福島3） 第2日 第11競走 ��
��1，200�みちのくステークス

発走15時25分 （芝・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
56�4歳以上57�，牝馬2�減

福島競馬振興会長賞（1着）
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

23 ダイシンバルカン 牡7鹿 57 勝浦 正樹大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 504－ 61：08．5 18．1�

510 グッドジュエリー 牝4芦 55 丸田 恭介長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 458＋ 21：08．71� 7．1�
24 エンゲージリング 牝4芦 55 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 日高 佐々木 康治 482－121：08．91 4．8�
713 ブラッククローバー 牡7黒鹿57 横山 武史巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 488－ 4 〃 クビ 51．3�
815 アスタールビー 牝3鹿 54 菱田 裕二加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 426－101：09．0	 8．3�
48 ラベンダーヴァレイ 牝6鹿 55 荻野 極金子真人ホール

ディングス	 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 434－14 〃 ハナ 10．9

59 サウンドマジック 牝5栗 55 藤井勘一郎増田 雄一氏 和田正一郎 浦河 辻 牧場 452＋ 2 〃 クビ 56．0�
12 ジョーマンデリン 牝3芦 54 吉田 隼人上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 490± 01：09．1	 3．6�
816 イサチルホープ 牡7栗 57 中谷 雄太小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 468－20 〃 ハナ 34．2
35 ア リ ン ナ 牝5鹿 55 藤田菜七子 	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 岡田スタツド 426－101：09．41
 21．9�
11 クラウンルシフェル 牡8栗 57 石川裕紀人	クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B486± 01：09．5
 130．0�
36 � エムティアン 牝3青鹿54 西村 淳也	門別牧場 �島 一歩 新ひだか 漆原 武男 444± 01：09．6	 7．7�
47 ラフィングマッチ 牡4栗 57 �島 克駿	ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 B494－ 8 〃 クビ 26．5�
611� レコードチェイサー 牝3栗 54 菅原 明良�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 448＋141：09．7	 14．6�
612 ブ ロ ワ 牝6黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 468－ 6 〃 ハナ 159．2�
714� プレディクト 牡4鹿 57 丹内 祐次西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 競優牧場 488－ 61：09．8	 300．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，647，600円 複勝： 70，039，600円 枠連： 40，597，500円
馬連： 173，639，800円 馬単： 66，769，200円 ワイド： 99，913，500円
3連複： 281，215，700円 3連単： 333，611，000円 計： 1，118，433，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 430円 � 220円 � 190円 枠 連（2－5） 1，410円

馬 連 �� 9，080円 馬 単 �� 18，650円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 1，570円 �� 670円

3 連 複 ��� 11，650円 3 連 単 ��� 101，240円

票 数

単勝票数 計 526476 的中 � 23239（8番人気）
複勝票数 計 700396 的中 � 35267（8番人気）� 84387（3番人気）� 107805（2番人気）
枠連票数 計 405975 的中 （2－5） 22177（6番人気）
馬連票数 計1736398 的中 �� 14807（31番人気）
馬単票数 計 667692 的中 �� 2684（68番人気）
ワイド票数 計 999135 的中 �� 11478（26番人気）�� 16113（17番人気）�� 40401（5番人気）
3連複票数 計2812157 的中 ��� 18089（39番人気）
3連単票数 計3336110 的中 ��� 2389（344番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．0―11．5―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―33．9―45．4―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイシンバルカン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2014．10．26 福島6着

2012．2．20生 牡7鹿 母 ダイシンモード 母母 ダイシンシルビア 43戦4勝 賞金 85，269，000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） 3頭 タケショウベスト号・ナンヨーアミーコ号・ニシオボヌール号

3202411月3日 曇 良 （1福島3） 第2日 第12競走 ��
��1，150�

に し ご う

西 郷 特 別
発走16時00分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

西郷村長賞（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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

510 ヒ イ ナ ヅ キ 牝3栗 54 丸山 元気 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 452－ 81：08．8 3．0�

714 ガ ン ケ ン 牡3黒鹿56 吉田 隼人岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B516－ 21：08．9� 3．4�
23 メイショウジーク 牡5鹿 57 横山 武史松本 好�氏 坂口 智康 浦河 赤田牧場 484± 01：09．21� 15．1�
59 レ ノ カ ズ マ 牡4鹿 57 菅原 明良合同会社雅苑興業 稲垣 幸雄 浦河 バンブー牧場 498－ 21：09．41 114．3�
12 ミスズマンボ 牝6青鹿55 斎藤 新永井 啓弍氏 安田 翔伍 新ひだか グランド牧場 446＋ 2 〃 クビ 44．0	
48 クリノレオノール 牝5鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 456－ 21：09．5	 44．6

611 ウイナーズロード 牝5青鹿55 藤田菜七子�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 436＋14 〃 ハナ 40．3�
713 ピラミッドファラオ 牡4黒鹿57 藤井勘一郎玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 484－ 61：09．81	 117．9
35 スマートマルシェ 牝3鹿 54 江田 照男大川 徹氏 加藤 征弘 浦河 山口 義彦 482－ 6 〃 アタマ 6．4�
11 ゴールデンチョイス 牡3青鹿56 菱田 裕二田島榮二郎氏 武藤 善則 新ひだか 元茂牧場 B464＋ 2 〃 ハナ 21．2�
36 メジャーレート 牡4栗 57 中谷 雄太 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B442＋ 2 〃 ハナ 15．0�
612 ジェットコルサ 牡7青 57 柴山 雄一尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 B478－ 41：10．12 57．9�
816
 ソフトポジション 牡4鹿 57 西村 淳也北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 474＋ 41：10．2クビ 33．4�
24 スタークォーツ 牝3青鹿54 荻野 極輝レーシング 寺島 良 浦河 高野牧場 476± 01：10．62	 27．4�
47 ミカエルシチー 牡7鹿 57 �島 克駿 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 520－ 21：11．34 33．8�
815 タマモアモーレ 牡4栗 57 黛 弘人タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B484＋141：11．61� 10．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，214，400円 複勝： 65，438，400円 枠連： 30，711，300円
馬連： 108，218，000円 馬単： 43，985，800円 ワイド： 77，286，900円
3連複： 166，850，000円 3連単： 195，352，000円 計： 737，056，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 140円 � 350円 枠 連（5－7） 480円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 250円 �� 770円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 7，980円

票 数

単勝票数 計 492144 的中 � 129820（1番人気）
複勝票数 計 654384 的中 � 129040（2番人気）� 138750（1番人気）� 34657（6番人気）
枠連票数 計 307113 的中 （5－7） 49493（1番人気）
馬連票数 計1082180 的中 �� 168182（1番人気）
馬単票数 計 439858 的中 �� 34194（1番人気）
ワイド票数 計 772869 的中 �� 94135（1番人気）�� 23384（6番人気）�� 22223（7番人気）
3連複票数 計1668500 的中 ��� 57086（3番人気）
3連単票数 計1953520 的中 ��� 17736（9番人気）

ハロンタイム 9．2―10．7―11．4―12．2―12．2―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．2―19．9―31．3―43．5―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ イ ナ ヅ キ �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2018．11．4 福島2着

2016．3．27生 牝3栗 母 シスターエレキング 母母 アンバーウェー 9戦3勝 賞金 40，099，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 ウイナーズロード号の騎手西田雄一郎は，第8競走での落馬負傷のため藤田菜七子に変更。
※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 アルマユディト号

３レース目



（1福島3）第2日 11月3日 （祝日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167頭 本 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

200，850，000円
18，820，000円
1，300，000円
21，580，000円
68，803，000円
5，156，800円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
361，919，900円
457，381，300円
173，317，900円
685，529，400円
323，996，300円
506，740，800円
1，065，845，800円
1，342，494，400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 4，917，225，800円

総入場人員 11，954名 （有料入場人員 10，017名）
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