
3101311月4日 曇 稍重 （29福島3）第2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

713 スリーチェイサー 牡2鹿 55 吉田 隼人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 468＋ 41：09．3 2．4�
11 ソングオブファイア 牡2黒鹿55 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 21：09．51� 5．7�
23 ミヤジサクラコ 牝2鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 454＋ 61：10．13� 4．4�
36 クオーレカルド 牝2黒鹿 54

51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 萩澤 國男 426－121：11．27 20．6�
59 ラッキーチャンス 牝2鹿 54 勝浦 正樹堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 日高 日西牧場 452＋ 21：11．3� 8．9�
24 ラ ヴ シ ー フ 牡2青 55 菱田 裕二門野 重雄氏 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 458± 0 〃 ハナ 20．2	
47 ゴールデンボーイ 牡2鹿 55 北村 宏司古賀 慎一氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 426－101：11．4� 98．0

611 トキノカサドール 牡2黒鹿55 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 432＋ 41：11．61� 46．0�
815 ク レ マ ン 牝2芦 54

51 ▲木幡 育也片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上 欽哉 460± 01：11．91� 31．3�
714 ハンサムウーマン 牝2栗 54 川須 栄彦福本 次雄氏 作田 誠二 新冠 安達 洋生 424－ 4 〃 ハナ 24．0
35 ミ テ ル テ 牝2鹿 54 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 日高 モリナガファーム 450－ 2 〃 ハナ 126．6�
48 ジュンアンビション 牡2鹿 55

54 ☆木幡 巧也河合 純二氏 畠山 吉宏 新ひだか 西川富岡牧場 414－ 41：12．32� 132．9�
816 ビーコンファイヤー 牝2青鹿54 中谷 雄太鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 谷口牧場 B466－ 8 〃 クビ 37．1�
612 ブルベアワラビ 牝2黒鹿 54

51 ▲川又 賢治 �ブルアンドベア 和田 雄二 浦河 谷口牧場 444＋161：12．4� 134．0�
12 ヒビケカゼン 牡2鹿 55

54 ☆井上 敏樹ベニバナ組合 田島 俊明 浦河 モトスファーム 496－ 61：12．5クビ 203．4�
510 ペイシャタイガー 牡2芦 55 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 ラツキー牧場 454± 01：14．3大差 224．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，926，000円 複勝： 30，252，700円 枠連： 10，167，200円
馬連： 42，160，300円 馬単： 22，348，600円 ワイド： 29，492，500円
3連複： 64，731，700円 3連単： 82，416，200円 計： 305，495，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 150円 � 120円 枠 連（1－7） 620円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 270円 �� 230円 �� 410円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 3，170円

票 数

単勝票数 計 239260 的中 � 83101（1番人気）
複勝票数 計 302527 的中 � 105497（1番人気）� 38301（3番人気）� 55656（2番人気）
枠連票数 計 101672 的中 （1－7） 12593（2番人気）
馬連票数 計 421603 的中 �� 49547（2番人気）
馬単票数 計 223486 的中 �� 15120（2番人気）
ワイド票数 計 294925 的中 �� 27999（2番人気）�� 34984（1番人気）�� 16438（4番人気）
3連複票数 計 647317 的中 ��� 54840（1番人気）
3連単票数 計 824162 的中 ��� 18804（2番人気）

ハロンタイム 9．7―10．8―11．3―12．2―12．4―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．5―31．8―44．0―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーチェイサー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2017．10．15 京都2着

2015．2．27生 牡2鹿 母 ゴールドチェイス 母母 セクレゴールド 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ハンサムウーマン号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番・8番・15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイシャタイガー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月4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） 1頭 タマモバレッタ号
（非抽選馬） 5頭 カガプラナス号・ケルース号・ゴルゴンゾーラ号・ストリングス号・タベテスグネル号

3101411月4日 曇 良 （29福島3）第2日 第2競走 ��
��1，800�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
1：48．2
1：45．9

良
良

34 プ タ ハ 牡2鹿 55 岩田 康誠髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B524－ 21：49．5 2．2�
46 ワイルドフィクサー 牡2鹿 55 川須 栄彦小川 勲氏 作田 誠二 浦河 岡本 昌市 482－ 61：49．71� 8．2�
35 キングポセイドン 牡2栗 55

54 ☆木幡 巧也 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 ディアレスト
クラブ 456＋ 81：49．8� 14．0�

47 ウインスラーヴァ 牡2鹿 55 津村 明秀�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 462－ 6 〃 クビ 4．9�
59 ファイアプルーフ 牡2黒鹿55 丸山 元気犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 494＋ 41：50．22� 6．5�
814 ト キ ノ オ ー 牡2黒鹿55 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 笹島 政信 500－ 2 〃 アタマ 123．1	
611 ヒシハムザリバー 牡2鹿 55 幸 英明阿部 雅英氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 458＋ 81：50．41� 27．8

23 ウェルズレジェンド 牡2鹿 55

52 ▲横山 武史菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 本桐牧場 468－ 41：50．61 68．4�
713 トラソニャータ 牝2鹿 54 北村 宏司 �シルクレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 448－ 21：50．81� 40．4
712 コウセイゲキソウ 牡2青鹿 55

54 ☆坂井 瑠星杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 村本牧場 484＋ 21：50．9	 72．3�
22 サウンドスター 牡2黒鹿55 中谷 雄太増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 桜井牧場 464＋ 61：51．0クビ 76．0�
11 モダンクラシック 牡2栗 55 吉田 隼人中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 今井 秀樹 444－ 41：51．1	 43．9�
610 ビスタペルフェッタ 牡2鹿 55

52 ▲木幡 育也今中 俊平氏 黒岩 陽一 日高 森永牧場 472－ 21：51．95 228．9�
815 テイエムベアッコ 牝2青鹿54 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 452＋ 21：52．43 245．6�
58 クリノロマン 牝2芦 54

53 ☆木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 460－ 21：53．03� 18．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，226，800円 複勝： 29，940，400円 枠連： 11，578，500円
馬連： 41，292，800円 馬単： 21，779，100円 ワイド： 28，828，600円
3連複： 62，615，100円 3連単： 79，747，100円 計： 298，008，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 190円 � 320円 枠 連（3－4） 280円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 430円 �� 590円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 10，290円

票 数

単勝票数 計 222268 的中 � 83891（1番人気）
複勝票数 計 299404 的中 � 89659（1番人気）� 35151（3番人気）� 17085（6番人気）
枠連票数 計 115785 的中 （3－4） 31087（1番人気）
馬連票数 計 412928 的中 �� 34278（3番人気）
馬単票数 計 217791 的中 �� 10857（4番人気）
ワイド票数 計 288286 的中 �� 18097（3番人気）�� 12590（6番人気）�� 5355（14番人気）
3連複票数 計 626151 的中 ��� 14880（8番人気）
3連単票数 計 797471 的中 ��� 5615（23番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．4―12．9―12．4―11．9―11．9―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．2―49．1―1：01．5―1：13．4―1：25．3―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プ タ ハ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．24 中山11着

2015．3．8生 牡2鹿 母 シ ャ ラ ポ ワ 母母 ウインブルドンⅡ 3戦1勝 賞金 6，300，000円

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２日



3101511月4日 曇 稍重 （29福島3）第2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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�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
1：43．3
1：40．9

良
重

611 パイルーチェ 牝3栗 53 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B468＋141：46．7 5．1�
815 ライムチャン 牝4鹿 55 勝浦 正樹ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 480－ 21：46．91� 5．4�
59 クルークハイト 牝3芦 53

52 ☆城戸 義政 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：47．32� 9．2�
47 コウセイマユヒメ 牝6鹿 55

54 ☆木幡 初也杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 460－ 41：47．4クビ 31．1�
814� ヴィレッジダンサー 牝4鹿 55 古川 吉洋�木村牧場 伊藤 大士 日高 木村牧場 482－ 4 〃 アタマ 73．0�
712 モ ン ロ ー 牝3芦 53 太宰 啓介 	カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 千歳 社台ファーム B448＋ 21：47．5� 31．2

58 シャンタルエット 牝5鹿 55 和田 竜二 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 488－ 21：47．92� 34．4�
35 � ワンダースニュマン 牝4鹿 55

53 △森 裕太朗山本 信行氏 羽月 友彦 浦河 大島牧場 486± 0 〃 クビ 13．3�
610 レッドエレノア 牝3青鹿53 北村 宏司 	東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 530＋ 41：48．21� 2．1
22 モアニレフア 牝5青鹿55 杉原 誠人北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450＋101：48．3クビ 251．0�
46 レ ジ ェ 牝4黒鹿55 丸田 恭介 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 426＋ 21：48．83 17．9�
11 � デルマアツヒメ 牝4栗 55 松若 風馬南條 浩輝氏 伊藤 伸一 千歳 社台ファーム 404＋ 61：48．9� 194．6�
34 ティアップブロンド 牝5栗 55 国分 優作田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B508－ 21：49．0クビ 126．0�
23 ボクノナオミ 牝5鹿 55 中谷 雄太塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 496－ 41：49．32 36．2�
713 フジノナデシコ 牝4鹿 55

52 ▲木幡 育也藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 488＋261：50．15 121．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，081，900円 複勝： 41，674，300円 枠連： 13，250，300円
馬連： 50，400，200円 馬単： 25，366，500円 ワイド： 36，157，900円
3連複： 73，096，400円 3連単： 95，492，000円 計： 362，519，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 190円 � 240円 枠 連（6－8） 390円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 570円 �� 740円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 15，460円

票 数

単勝票数 計 270819 的中 � 42084（2番人気）
複勝票数 計 416743 的中 � 56205（3番人気）� 60404（2番人気）� 42575（4番人気）
枠連票数 計 132503 的中 （6－8） 26036（1番人気）
馬連票数 計 504002 的中 �� 27644（4番人気）
馬単票数 計 253665 的中 �� 7477（7番人気）
ワイド票数 計 361579 的中 �� 16744（4番人気）�� 12287（7番人気）�� 13203（6番人気）
3連複票数 計 730964 的中 ��� 14783（10番人気）
3連単票数 計 954920 的中 ��� 4478（38番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．8―42．3―55．2―1：07．7―1：20．5―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3
・（3，4，12）（10，15）9（8，11）2－7，14（1，6）（5，13）・（3，4，12，10）15（8，9）11（2，14）（7，13，6）5，1

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

勝馬の
紹 介

パイルーチェ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．23 新潟2着

2014．5．13生 牝3栗 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン 10戦2勝 賞金 21，700，000円
〔発走状況〕 フジノナデシコ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。危険防止のため外枠から発走。発走時刻2分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 フジノナデシコ号は，平成29年11月5日から平成29年11月26日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。

3101611月4日 曇 良 （29福島3）第2日 第4競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時20分 （ 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

22 � ヤマタケジャイアン �4芦 60 小野寺祐太山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 466－ 63：03．0 82．8�
44 タガノアーバニティ 牡4栗 60 熊沢 重文八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494－10 〃 ハナ 1．9�
33 スリージェット 牡4栗 60 草野 太郎永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488± 03：03．21� 25．8�
710� ナ ポ レ オ ン 牡5栗 60 高野 和馬前迫 義幸氏 和田正一郎 新ひだか タイヘイ牧場 490± 03：03．62� 40．1�
11 ブラックマイスター 牡3青鹿58 黒岩 悠山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 城地 清満 480＋ 4 〃 クビ 7．7�
813 メメニシコリ 牡4鹿 60 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 458－ 23：03．7クビ 3．9	
45 シ ロ ク ニ �3栗 58 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 466± 0 〃 ハナ 14．0

56 モアザンイナフ 牡5黒鹿60 北沢 伸也宮川 純造氏 加用 正 浦河 笹地牧場 464± 03：04．55 32．1�
711� ワンダーオブテール 牡5黒鹿60 田村 太雅山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 514＋ 83：05．24 124．7�
69 � タイセイエナジー 牡5栗 60 浜野谷憲尚田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B474－ 4 〃 クビ 7．0
57 � ユキノサンブライト 牝6鹿 58 上野 翔井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 63：05．3クビ 87．8�
812 エンジェルナンバー 牝3黒鹿56 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 日高 千葉飯田牧場 428－ 23：09．1大差 90．8�
68 グ ラ ッ チ ェ 牝3鹿 56 中村 将之市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか タイヘイ牧場 460－ 43：09．31	 107．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 17，280，900円 複勝： 17，550，800円 枠連： 9，702，700円
馬連： 32，355，000円 馬単： 20，591，300円 ワイド： 21，597，600円
3連複： 51，016，000円 3連単： 78，155，600円 計： 248，249，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，280円 複 勝 � 1，510円 � 150円 � 490円 枠 連（2－4） 6，380円

馬 連 �� 10，720円 馬 単 �� 34，240円

ワ イ ド �� 3，110円 �� 11，940円 �� 940円

3 連 複 ��� 37，140円 3 連 単 ��� 501，440円

票 数

単勝票数 計 172809 的中 � 1669（9番人気）
複勝票数 計 175508 的中 � 2234（9番人気）� 45504（1番人気）� 7643（6番人気）
枠連票数 計 97027 的中 （2－4） 1177（17番人気）
馬連票数 計 323550 的中 �� 2337（23番人気）
馬単票数 計 205913 的中 �� 451（57番人気）
ワイド票数 計 215976 的中 �� 1766（24番人気）�� 452（53番人気）�� 6153（9番人気）
3連複票数 計 510160 的中 ��� 1030（72番人気）
3連単票数 計 781556 的中 ��� 113（594番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 51．1－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヤマタケジャイアン �
�
父 ジャイアントレッカー �

�
母父 ブラックタイアフェアー

2013．3．20生 �4芦 母 トシザサンサン 母母 サツマリーベ 障害：2戦1勝 賞金 7，800，000円
初出走 JRA



3101711月4日 曇 稍重 （29福島3）第2日 第5競走 ��
��1，700�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （ダート・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
1：46．3
1：44．9

稍重
稍重

713 レ ナ ー タ 牝2黒鹿54 岩田 康誠村上 卓史氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 442 ―1：50．4 2．0�
23 タマモストーム 牡2栗 55

54 ☆�島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新ひだか 静内フアーム 492 ― 〃 ハナ 23．5�
610 ブラックシープ 牡2黒鹿55 北村 宏司松田 整二氏 牧浦 充徳 浦河 小島牧場 430 ―1：51．03� 18．7�
815 レオステップアップ 牡2栗 55 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 492 ― 〃 クビ 10．9�
46 カイトチャン 牡2黒鹿55 津村 明秀本田 恒雄氏 武市 康男 日高 滝本 健二 452 ―1：51．42� 29．2�
22 タイセイカレッジ 牡2芦 55

52 ▲横山 武史田中 成奉氏 奥村 武 日高 下河辺牧場 434 ―1：51．5	 64．3	
47 メイショウナスカ 牝2鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 480 ―1：51．6� 47．8

34 マコトエギエネス 牝2栗 54 丹内 祐次�ディアマント 岩戸 孝樹 浦河 小林 仁 462 ―1：51．81
 31．6�
59 キャプチュード 牡2黒鹿 55

53 △森 裕太朗 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 464 ―1：52．01 60．0�
35 ウインハピネス 牡2黒鹿55 松若 風馬�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 494 ―1：52．42� 5．4
11 アズマピアサー 牝2黒鹿54 長岡 禎仁東 哲次氏 柄崎 孝 日高 日高大洋牧場 446 ―1：53．35 184．0�
58 タツノリソックリ 牡2黒鹿55 吉田 隼人菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462 ―1：53．61	 25．9�
814 クールスマイル 牡2鹿 55 和田 竜二林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 466 ―1：54．55 11．9�
611 パラレルワールド 牝2鹿 54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 松本牧場 450 ―1：55．67 73．3�
712 ハーモニーヘルメス 牡2鹿 55

54 ☆木幡 巧也日下部勝德氏 土田 稔 日高 西野 春樹 522 ―1：55．7� 13．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，699，800円 複勝： 27，878，700円 枠連： 16，110，500円
馬連： 43，386，100円 馬単： 24，287，200円 ワイド： 31，521，900円
3連複： 61，621，300円 3連単： 78，318，800円 計： 308，824，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 500円 � 370円 枠 連（2－7） 1，400円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 940円 �� 810円 �� 3，610円

3 連 複 ��� 7，330円 3 連 単 ��� 23，440円

票 数

単勝票数 計 256998 的中 � 103850（1番人気）
複勝票数 計 278787 的中 � 81584（1番人気）� 10763（10番人気）� 15433（6番人気）
枠連票数 計 161105 的中 （2－7） 8861（7番人気）
馬連票数 計 433861 的中 �� 16289（6番人気）
馬単票数 計 242872 的中 �� 6497（8番人気）
ワイド票数 計 315219 的中 �� 8713（7番人気）�� 10308（5番人気）�� 2147（42番人気）
3連複票数 計 616213 的中 ��� 6299（22番人気）
3連単票数 計 783188 的中 ��� 2422（60番人気）

ハロンタイム 7．3―11．2―12．5―14．1―13．9―13．2―13．0―12．6―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．5―31．0―45．1―59．0―1：12．2―1：25．2―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

レ ナ ー タ �
�
父 ブレイクランアウト �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

2015．3．6生 牝2黒鹿 母 ゴールドデイ 母母 Kelley’s Day 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3101811月4日 曇 良 （29福島3）第2日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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

11 � ウォークロニクル 牝5青鹿55 北村 宏司 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：09．8 2．4�
510 ユトリチャン 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史田端 修氏 的場 均 新冠 安達 洋生 412－121：09．9� 18．5�
12 トワイライトライフ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也 �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 450－ 6 〃 クビ 18．8�

35 クラリティーアイズ 牝4栗 55
54 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 466－ 81：10．0クビ 38．4�

612 ペイシャゲラン 牝3栗 54
53 ☆井上 敏樹北所 直人氏 松永 康利 日高 碧雲牧場 444－ 4 〃 クビ 5．7�

48 コ リ ー ナ 牝4鹿 55 嘉藤 貴行山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 大島牧場 446－ 2 〃 クビ 23．8	
713 バーミーブリーズ 牝3鹿 54 丸田 恭介吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 452－ 81：10．1クビ 21．1

611 リルティングインク 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 444－12 〃 クビ 24．3�
714 クールファンタジー 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 小野 秀治 460＋141：10．2� 12．1
23 ジャスティンラヴ 牝3黒鹿54 岩田 康誠前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 402－ 6 〃 クビ 7．8�
59 カシノロマンス 牝3黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド 426＋ 21：10．41	 67．7�
815� タツデンコーセッカ 牝4栗 55 北村 友一鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 456± 01：10．5� 27．2�
47 ジェルミナーレ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 丸幸小林牧場 450＋ 2 〃 クビ 16．0�
36 � スターストリーム 牝4黒鹿 55

54 ☆坂井 瑠星 �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 430± 01：10．71	 60．1�

816 イ ロ ハ 牝3鹿 54
53 ☆加藤 祥太山住 勲氏 牧田 和弥 新ひだか チャンピオンズファーム 434＋ 61：11．76 93．1�

24 ソルティピース 牝3黒鹿54 勝浦 正樹鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 458＋18 〃 クビ 20．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，563，600円 複勝： 40，942，900円 枠連： 19，904，900円
馬連： 61，252，100円 馬単： 27，950，200円 ワイド： 44，159，900円
3連複： 90，608，000円 3連単： 100，604，600円 計： 413，986，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 470円 � 410円 枠 連（1－5） 1，740円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 960円 �� 800円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 11，640円 3 連 単 ��� 44，500円

票 数

単勝票数 計 285636 的中 � 94618（1番人気）
複勝票数 計 409429 的中 � 99114（1番人気）� 18193（9番人気）� 21674（5番人気）
枠連票数 計 199049 的中 （1－5） 8849（7番人気）
馬連票数 計 612521 的中 �� 20028（7番人気）
馬単票数 計 279502 的中 �� 5981（9番人気）
ワイド票数 計 441599 的中 �� 11979（7番人気）�� 14568（4番人気）�� 3121（46番人気）
3連複票数 計 906080 的中 ��� 5834（35番人気）
3連単票数 計1006046 的中 ��� 1639（107番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．1―11．7―11．6―12．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウォークロニクル �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ク ロ フ ネ

2012．3．20生 牝5青鹿 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 13戦1勝 賞金 20，200，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 イロハ号の騎手加藤祥太は，3コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
クールファンタジー号の騎手荻野極は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・4番）
トワイライトライフ号の騎手木幡初也は，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：15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。
（非抽選馬） 1頭 ティーティクイーン号



3101911月4日 小雨 良 （29福島3）第2日 第7競走 2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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
1：57．3
1：56．1

良
良

11 ビービーブレスユー 牡4鹿 57
54 ▲川又 賢治�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 508＋ 22：00．1 3．2�

814 ストーリーセラー 牡6鹿 57
54 ▲横山 武史 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 524＋ 42：00．31� 15．3�

35 ウ ォ ー ブ ル 牝3黒鹿 53
52 ☆木幡 初也 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 470＋ 6 〃 クビ 15．2�

46 マヤノピナクル 牡4鹿 57
56 ☆木幡 巧也田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B458＋ 82：00．4� 5．2�

34 ヤマニンリュウセイ 牡4栗 57
56 ☆井上 敏樹土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 476＋ 22：00．5クビ 9．3�

59 ファントムグレイ 牡4芦 57
54 ▲木幡 育也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 424－ 2 〃 ハナ 9．9	

611 ディープベイ 牡3鹿 55
54 ☆�島 克駿橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 490± 0 〃 アタマ 7．0


58 サワヤカフェスタ 牝3栗 53 原田 和真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 むかわ 新井牧場 400± 0 〃 クビ 28．5�

23 � スリープレッピー �4黒鹿 57
56 ☆岩崎 翼永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 454± 02：00．6� 29．9

610 ダノンスターズ 牡3黒鹿 55
52 ▲富田 暁�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか 矢野牧場 448＋ 42：00．7	 24．2�

713 アズレージョ 牝3鹿 53 杉原 誠人吉田 和美氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 450－102：00．91� 15．2�
712 アルマシャール 牡3鹿 55 中井 裕二コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 506－ 22：01．64 59．0�
22 シ ン デ ン 牡3鹿 55

53 △森 裕太朗ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 482＋ 22：01．81� 21．7�
47 ヘ イ ム ダ ル 牡5黒鹿 57

54 ▲三津谷隼人岡田 牧雄氏 坂口 正則 浦河 谷川牧場 478－ 82：02．22	 81．2�
815 ビレッジソング 牝6鹿 55

54 ☆荻野 極岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 444± 02：11．2大差 54．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，745，400円 複勝： 46，226，100円 枠連： 19，678，300円
馬連： 66，316，900円 馬単： 29，033，000円 ワイド： 46，556，000円
3連複： 96，985，600円 3連単： 107，611，800円 計： 439，153，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 350円 � 410円 枠 連（1－8） 2，410円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，000円 �� 3，640円

3 連 複 ��� 11，940円 3 連 単 ��� 49，880円

票 数

単勝票数 計 267454 的中 � 66459（1番人気）
複勝票数 計 462261 的中 � 101364（1番人気）� 29934（6番人気）� 24596（7番人気）
枠連票数 計 196783 的中 （1－8） 6328（13番人気）
馬連票数 計 663169 的中 �� 18803（9番人気）
馬単票数 計 290330 的中 �� 5292（11番人気）
ワイド票数 計 465560 的中 �� 11341（9番人気）�� 12193（8番人気）�� 3174（42番人気）
3連複票数 計 969856 的中 ��� 6091（44番人気）
3連単票数 計1076118 的中 ��� 1564（151番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．4―12．6―12．1―12．3―11．6―12．1―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．3―34．7―47．3―59．4―1：11．7―1：23．3―1：35．4―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビービーブレスユー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．9．20 阪神7着

2013．6．8生 牡4鹿 母 プレインエンジェル 母母 リメンバーユー 25戦3勝 賞金 41，324，000円
〔制裁〕 ビービーブレスユー号の騎手川又賢治は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・11番）

マヤノピナクル号の騎手木幡巧也は，4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：13番・11番・10
番）

〔その他〕 ビレッジソング号は，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。

3102011月4日 小雨 稍重 （29福島3）第2日 第8競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳以上

発走13時45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

815 メイスンスパート 牡4栗 57 津村 明秀梅村 浩氏 岩戸 孝樹 浦河 アイオイファーム B466＋ 61：46．5 1．9�
35 ボ ナ パ ル ト 牡3鹿 55 丸田 恭介幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム B498－ 61：46．82 8．0�
610 サウンドマジック 牝3栗 53

52 ☆井上 敏樹増田 雄一氏 和田正一郎 浦河 辻 牧場 444＋ 21：46．9� 22．1�
611 アシャカリブラ 牡3黒鹿55 岩田 康誠吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B508－ 81：47．0	 6．5�
59 エスポワールパレス 牡3鹿 55

54 ☆荻野 極小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 496＋ 41：47．1	 12．7�
58 プライズコレクター 牡4栗 57 黛 弘人�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 494± 0 〃 アタマ 38．2	
34 スマートダイバー 牡6栗 57 丹内 祐次大川 徹氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム B486－ 31：47．3� 49．2

23 
 アンリキャトル �6黒鹿57 吉田 隼人村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 456＋101：47．51	 10．0�
22 マサハヤスター 牡3栗 55 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B478＋ 21：47．6クビ 10．0�
11 オ ー ル イ ン 牡3鹿 55

52 ▲木幡 育也菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 436－ 61：47．7� 55．6
814 ポ ロ ス 牝4鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 474－ 21：47．91� 322．4�
713 ウォーターミリオン 牡4栗 57 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 442－ 4 〃 クビ 25．7�
47 リネンソング 牡4黒鹿57 松若 風馬戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 468－ 81：48．0クビ 174．3�
712 シーライオン 牡3黒鹿55 太宰 啓介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 小泉牧場 496＋ 41：48．1	 238．5�
46 
 メイショウドスコイ 牡4黒鹿57 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 424－271：49．48 80．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，146，000円 複勝： 49，951，400円 枠連： 19，479，100円
馬連： 70，163，100円 馬単： 34，856，900円 ワイド： 45，567，100円
3連複： 94，976，700円 3連単： 128，418，500円 計： 473，558，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 200円 � 380円 枠 連（3－8） 760円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 370円 �� 770円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 3，930円 3 連 単 ��� 10，550円

票 数

単勝票数 計 301460 的中 � 125784（1番人気）
複勝票数 計 499514 的中 � 174013（1番人気）� 54060（3番人気）� 22033（8番人気）
枠連票数 計 194791 的中 （3－8） 19731（3番人気）
馬連票数 計 701631 的中 �� 66296（2番人気）
馬単票数 計 348569 的中 �� 22434（2番人気）
ワイド票数 計 455671 的中 �� 34778（2番人気）�� 14833（7番人気）�� 4701（25番人気）
3連複票数 計 949767 的中 ��� 18120（13番人気）
3連単票数 計1284185 的中 ��� 8821（24番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．3―12．9―13．1―12．3―12．5―12．2―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．6―43．5―56．6―1：08．9―1：21．4―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイスンスパート �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2015．8．8 新潟7着

2013．5．27生 牡4栗 母 モエレカントリー 母母 ダイナシユガー 19戦3勝 賞金 39，654，000円



3102111月4日 小雨 良 （29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 （芝・右）
2歳，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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．2
1：45．9

良
良

33 レ ー ツ ェ ル 牝2鹿 54 北村 宏司 �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 474± 01：51．8 2．3�
66 � ラスエモーショネス 牝2鹿 54 岩田 康誠野嶋 祥二氏 高橋 義忠 愛 M. Phelan 462－10 〃 ハナ 9．4�
11 スーサンドン 牡2鹿 55 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 480＋141：52．33 6．3�
77 ムーランナヴァン 牝2鹿 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 420± 01：52．51� 3．7�
55 レゲンダアウレア 牡2栗 55 菱田 裕二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424＋ 41：52．92	 4．8�
22 
 トーセンエターナル 牡2青鹿55 木幡 初也島川 	哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 470＋ 6 〃 ハナ 57．3

44 サンダベンポート 牝2鹿 54 中井 裕二加藤 信之氏 中野 栄治 むかわ 真壁 信一 412－14 〃 クビ 107．3�

（7頭）

売 得 金
単勝： 39，644，200円 複勝： 29，652，700円 枠連： 発売なし
馬連： 52，583，400円 馬単： 36，573，100円 ワイド： 23，062，000円
3連複： 57，174，500円 3連単： 182，885，600円 計： 421，575，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 280円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 340円 �� 260円 �� 420円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 3，830円

票 数

単勝票数 計 396442 的中 � 142835（1番人気）
複勝票数 計 296527 的中 � 97617（1番人気）� 32758（5番人気）
馬連票数 計 525834 的中 �� 47891（4番人気）
馬単票数 計 365731 的中 �� 23100（6番人気）
ワイド票数 計 230620 的中 �� 17003（6番人気）�� 24610（3番人気）�� 12941（8番人気）
3連複票数 計 571745 的中 ��� 50502（4番人気）
3連単票数 計1828856 的中 ��� 34534（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．5―38．8―52．0―1：05．1―1：17．3―1：29．0―1：40．1

コーナー
通過順位

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

2
4
6，7（1，3）2－4－5
6（7，3）1（4，2，5）

勝馬の
紹 介

レ ー ツ ェ ル �

父 マンハッタンカフェ �


母父 Monsun デビュー 2017．7．2 福島1着

2015．2．24生 牝2鹿 母 ミスティークⅡ 母母 Montfleur 2戦2勝 賞金 17，189，000円
〔発走状況〕 レゲンダアウレア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

3102211月4日 小雨 良 （29福島3）第2日 第10競走 ��
��1，200�

あ い づ

会 津 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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

46 ショウナンアエラ 牡3黒鹿56 吉田 隼人国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 474－ 41：09．1 3．7�
47 � コスモペリドット 牡3栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新 Chouxmaani In-

vestments Ltd 472－10 〃 クビ 26．6�
58 ダノンメモリー 	4鹿 57 幸 英明�ダノックス 松田 国英 安平 追分ファーム 532＋141：09．2
 6．7�
23 ゲンキチハヤブサ 	5栗 57 �島 克駿荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 456＋ 81：09．3
 41．4�
712�� トーセンクリス 牝4鹿 55 岩田 康誠島川 	哉氏 大久保龍志 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

514－ 4 〃 アタマ 7．1

22 パーリオミノル 牝4鹿 55 勝浦 正樹吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 450－ 41：09．4クビ 3．8�
59 クラウンアゲン 牝4青鹿55 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 430－ 6 〃 クビ 20．0�
610 グランドポピー 牝5栗 55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 482－181：09．5
 8．3
35 ファンタサイズ 牡4鹿 57 坂井 瑠星 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 436－ 4 〃 ハナ 62．0�
713� コスモリョウゲツ 牡3鹿 56 北村 宏司杉浦 和也氏 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 444± 01：09．71 175．4�
814 フェルクレール 牝4芦 55 嶋田 純次米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 430＋ 2 〃 ハナ 25．1�
34 トウショウジャイロ 牡4黒鹿57 秋山真一郎トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 510＋ 21：09．91 8．6�
815 ワンダフルラッシュ 牝4黒鹿55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 444－ 2 〃 アタマ 55．1�
611� クラウンロベルト 牡5青鹿57 西田雄一郎矢野 恭裕氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 442＋ 61：10．11 284．9�
11 オウケンダイヤ 牝4黒鹿55 丸山 元気福井 明氏 根本 康広 浦河 辻 牧場 396－101：10．95 253．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，352，100円 複勝： 58，809，000円 枠連： 26，111，000円
馬連： 114，104，900円 馬単： 49，269，400円 ワイド： 63，926，600円
3連複： 153，926，800円 3連単： 204，972，200円 計： 711，472，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 600円 � 260円 枠 連（4－4） 4，930円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 6，880円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 670円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 9，610円 3 連 単 ��� 52，790円

票 数

単勝票数 計 403521 的中 � 86022（1番人気）
複勝票数 計 588090 的中 � 118969（2番人気）� 20086（9番人気）� 55363（6番人気）
枠連票数 計 261110 的中 （4－4） 4098（20番人気）
馬連票数 計1141049 的中 �� 19189（20番人気）
馬単票数 計 492694 的中 �� 5368（27番人気）
ワイド票数 計 639266 的中 �� 11137（20番人気）�� 25686（8番人気）�� 5965（31番人気）
3連複票数 計1539268 的中 ��� 12002（31番人気）
3連単票数 計2049722 的中 ��� 2815（183番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．1―11．8―11．3―11．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 ・（3，6）8（2，10）（7，12，9）（4，11）5，15，13（1，14） 4 ・（3，6）8（7，2，10）（12，9）（4，11）5（15，13，14）1

勝馬の
紹 介

ショウナンアエラ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．8．28 新潟4着

2014．3．28生 牡3黒鹿 母 ショウナンタイリン 母母 ゴールデンページ 11戦2勝 賞金 29，012，000円



3102311月4日 小雨 良 （29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，1，600万円以下，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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

47 ユキノアイオロス �9鹿 57 秋山真一郎井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 41：09．0 37．5�
611 ナインテイルズ 牡6栗 57 松若 風馬岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 476± 0 〃 クビ 17．0�
35 クラウンアイリス 牝6栗 55 古川 吉洋�クラウン 天間 昭一 大分 クラウンファーム 410＋ 21：09．1	 18．6�
11 ダノンルージュ 牝7鹿 55 中谷 雄太�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 484－121：09．2クビ 22．4�
510 ラズールリッキー 牝4黒鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 456＋ 2 〃 アタマ 9．4�
23 
 クリノハッチャン 牝6鹿 55 木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 474＋ 2 〃 クビ 90．0	
714 エリーティアラ 牝5青鹿55 宮崎 北斗谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B472－ 4 〃 同着 76．9

59 ト シ ザ キ ミ 牝6鹿 55 津村 明秀上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 484－ 21：09．3� 150．6�
12 ペイシャフェリシタ 牝4黒鹿55 北村 宏司北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 486－ 21：09．4クビ 6．7�
48 アレスバローズ 牡5黒鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 492± 0 〃 クビ 2．7
24 
 ライトフェアリー 牝5鹿 55 丸田 恭介和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 B476－12 〃 ハナ 5．9�
816 リッパーザウィン 牡5栗 57 坂井 瑠星�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 516＋ 41：09．5クビ 39．0�
815
 テ ン テ マ リ 牝6黒鹿55 酒井 学合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 436－ 61：09．6	 52．8�
36 ウィットウォーター 牝6黒鹿55 太宰 啓介鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 B452＋ 41：09．81	 166．4�
713 レジーナフォルテ 牝3黒鹿54 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 476－141：09．9	 5．1�
612 クリノコマチ 牝6栗 55 西田雄一郎栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 456－ 21：10．11 282．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，684，600円 複勝： 81，971，600円 枠連： 47，438，800円
馬連： 214，315，900円 馬単： 86，843，900円 ワイド： 105，846，000円
3連複： 317，497，000円 3連単： 425，298，400円 計： 1，337，896，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，750円 複 勝 � 710円 � 420円 � 480円 枠 連（4－6） 2，100円

馬 連 �� 23，980円 馬 単 �� 56，630円

ワ イ ド �� 3，990円 �� 4，190円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 90，740円 3 連 単 ��� 813，560円

票 数

単勝票数 計 586846 的中 � 12516（9番人気）
複勝票数 計 819716 的中 � 29266（9番人気）� 52972（6番人気）� 45298（7番人気）
枠連票数 計 474388 的中 （4－6） 17486（8番人気）
馬連票数 計2143159 的中 �� 6926（51番人気）
馬単票数 計 868439 的中 �� 1150（117番人気）
ワイド票数 計1058460 的中 �� 6843（44番人気）�� 6505（45番人気）�� 8476（35番人気）
3連複票数 計3174970 的中 ��� 2624（178番人気）
3連単票数 計4252984 的中 ��� 379（1270番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．0―11．5―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．7―45．2―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユキノアイオロス �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2011．2．12 東京5着

2008．4．25生 �9鹿 母 ユキノシンデレラ 母母 ユキノグランベル 73戦5勝 賞金 139，465，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 オールインワン号・スマートグレイス号・タイセイスターリー号・ナガラフラワー号・メイショウブイダン号・

レッドリーガル号・ロードセレリティ号

3102411月4日 曇 稍重 （29福島3）第2日 第12競走 ��1，150�サラブレッド系3歳以上
発走16時00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

47 エ ッ シ ャ ー �3栗 56
53 ▲川又 賢治小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 472＋ 21：08．6 4．5�

610� ワンダーグロワール 牡5鹿 57 小坂 忠士山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 508－ 61：08．92 6．8�
611 マ リ エ ラ 牡4鹿 57 吉田 隼人栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 530－ 4 〃 クビ 3．0�
58 � シャイニングカフェ 牡5黒鹿57 二本柳 壮西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 518＋161：09．53	 55．0�
712 イソノヴィグラス 牡4栗 57 岡田 祥嗣岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 468－ 21：09．6クビ 11．7�
34 ファーストオーサー 牡6黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 486－12 〃 ハナ 73．9�
815 テイエムアニマンテ 牡3青鹿 56

54 △森 裕太朗竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 494＋ 61：09．7
 26．8	
22 � ティアップサンダー 牡5黒鹿57 岩田 康誠田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 470＋ 81：10．01	 13．0

46 プリティクイーン 牝4栗 55

52 ▲富田 暁長谷川光司氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 464＋19 〃 ハナ 59．7�
23 カ ラ カ 牝4鹿 55 丸田 恭介平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 474± 01：10．1	 32．9�
713 コントローラー 牡3栗 56 的場 勇人ヒダカファーム的場 均 浦河 榊原 敏明 478＋ 61：10．31� 17．0�
11 ヴ ァ ル ー ル 牝4黒鹿 55

54 ☆井上 敏樹 荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 440－ 21：10．4
 7．9�
814 シェヴェルニー 牝4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 436＋ 61：10．5クビ 39．6�
59 トウカイジュリア 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 466－ 41：10．71� 74．6�
35 ハイデンガールズ 牝4栗 55 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 444－101：12．08 18．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，777，000円 複勝： 54，553，300円 枠連： 35，573，500円
馬連： 119，783，200円 馬単： 50，903，400円 ワイド： 68，396，500円
3連複： 170，039，400円 3連単： 224，468，100円 計： 764，494，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 180円 � 130円 枠 連（4－6） 490円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 570円 �� 370円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 8，100円

票 数

単勝票数 計 407770 的中 � 72186（2番人気）
複勝票数 計 545533 的中 � 87546（2番人気）� 69550（3番人気）� 120766（1番人気）
枠連票数 計 355735 的中 （4－6） 55675（1番人気）
馬連票数 計1197832 的中 �� 61019（3番人気）
馬単票数 計 509034 的中 �� 14251（6番人気）
ワイド票数 計 683965 的中 �� 29262（3番人気）�� 48527（1番人気）�� 47315（2番人気）
3連複票数 計1700394 的中 ��� 84153（1番人気）
3連単票数 計2244681 的中 ��� 20090（5番人気）

ハロンタイム 9．4―11．0―11．4―12．2―12．0―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．4―31．8―44．0―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ッ シ ャ ー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．6．18 阪神7着

2014．3．29生 �3栗 母 グラッドリー 母母 プ チ ア ノ 13戦2勝 賞金 24，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（29福島3）第2日 11月4日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 173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

192，200，000円
14，540，000円
1，430，000円
20，640，000円
67，422，000円
5，254，600円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
381，128，300円
509，403，900円
228，994，800円
908，113，900円
429，802，600円
545，112，600円
1，294，288，500円
1，788，388，900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 6，085，233，500円

総入場人員 9，432名 （有料入場人員 7，573名）
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