
3106111月19日 晴 良 （29福島3）第6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）
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

46 シゲルホウレンソウ 牡2栗 55 勝浦 正樹森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 井高牧場 490－ 41：47．8 2．6�
713 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 490－ 21：47．9� 3．4�
611 スマートギャツビー 牡2鹿 55 吉田 隼人大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 坂本 智広 486± 01：48．11 14．1�
23 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 494＋ 21：48．31	 14．4�
22 グラスコマチ 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 428± 01：48．61
 12．7	
11 ウインスラーヴァ 牡2鹿 55 丹内 祐次�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 464＋ 21：49．55 6．6

712 クリスエステソーロ 牡2鹿 55 秋山真一郎了德寺健二氏 小崎 憲 新ひだか 大滝 康晴 498± 01：49．82 13．1�
815 ヒデノトパーズ 牝2黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太大石 秀夫氏 庄野 靖志 浦河 グラストレーニ
ングセンター 440＋ 41：50．43� 110．8�

610 トラストノブナガ �2鹿 55 藤懸 貴志菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 北星村田牧場 442－ 61：50．5クビ 43．8
35 ダイワウェッジ 牡2鹿 55

52 ▲菊沢 一樹大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 490± 0 〃 クビ 321．6�
59 セレブレイトダンス 牝2栗 54 長岡 禎仁 �シルクレーシング 竹内 正洋 平取 坂東牧場 428－ 41：50．71	 126．0�
34 アイファートニオー 牡2鹿 55

52 ▲富田 暁中島 稔氏 竹内 正洋 新冠 川上 悦夫 440＋ 61：50．8� 89．4�
58 ブライターデイズ 牝2栗 54 原田 和真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 正道 新冠 三村 卓也 462＋ 21：51．12 243．1�
47 フレールフォーコン 牡2鹿 55

54 ☆木幡 巧也 H.F Association 杉浦 宏昭 浦河 福田牧場 438＋ 81：53．4大差 250．8�
814 ウインセイラー 牡2栗 55

54 ☆木幡 初也�ウイン 黒岩 陽一 新冠 コスモヴューファーム 486－ 4 （競走中止） 139．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，506，500円 複勝： 25，309，700円 枠連： 10，781，500円
馬連： 34，415，600円 馬単： 17，810，900円 ワイド： 23，409，900円
3連複： 51，001，800円 3連単： 64，311，400円 計： 245，547，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 130円 � 230円 枠 連（4－7） 280円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 200円 �� 550円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 6，260円

票 数

単勝票数 計 185065 的中 � 58800（1番人気）
複勝票数 計 253097 的中 � 81844（1番人気）� 51034（2番人気）� 17736（6番人気）
枠連票数 計 107815 的中 （4－7） 29823（1番人気）
馬連票数 計 344156 的中 �� 57589（1番人気）
馬単票数 計 178109 的中 �� 14760（2番人気）
ワイド票数 計 234099 的中 �� 35491（1番人気）�� 9806（6番人気）�� 8782（9番人気）
3連複票数 計 510018 的中 ��� 21844（4番人気）
3連単票数 計 643114 的中 ��� 7446（10番人気）

ハロンタイム 7．2―10．8―11．4―12．7―13．1―12．6―13．0―13．2―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．0―29．4―42．1―55．2―1：07．8―1：20．8―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F40．0
1
3
・（6，12）－10－13，4－11，3（8，15）2（1，7）－（5，9）14・（6，13）11，12，10，3（4，15）2＝8，7－1（5，9）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルホウレンソウ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．7．15 中京3着

2015．4．8生 牡2栗 母 パピオンライン 母母 ヒットザボード 7戦1勝 賞金 15，400，000円
〔競走中止〕 ウインセイラー号は，3コーナーで急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ウインセイラー号は，3コーナーで急に外側に逃避したことについて平成29年11月20日から平成29年

12月19日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレールフォーコン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月19日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トーアスサノオー号・ネコマヒカ号

3106211月19日 晴 良 （29福島3）第6日 第2競走 ��
��2，400�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
2：30．2
2：28．6

重
不良

711 シフォンカール 牝4芦 55
52 ▲菊沢 一樹 �シルクレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 438－102：35．4 44．6�

34 ブライトクォーツ 牡3鹿 55 吉田 隼人 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 480＋122：35．61� 6．7�
11 サイドチェンジ 牡3黒鹿55 勝浦 正樹大塚 亮一氏 池上 昌弘 新ひだか 平野牧場 B502＋ 22：35．7クビ 4．1�
57 	 サトノギャラクシー 牡5青鹿 57

56 ☆木幡 巧也 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B536－102：36．12� 9．6�
46 	 デルマキミコイシ 牡3芦 55

54 ☆井上 敏樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 496± 02：36．2クビ 162．4	
45 メイショウゴテツ 牡4青鹿 57

54 ▲横山 武史松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 478＋ 42：36．41
 6．7

69 レッドゼノン 牡3黒鹿 55

52 ▲富田 暁 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B464＋10 〃 クビ 5．3�
813 ゴ テ ツ 牡4青鹿57 秋山真一郎橋元 勇氣氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 494－ 12：36．61� 24．9�
712 ウィズワンアセント 牡3鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 514± 02：37．77 4．8
610 サワヤカフェスタ 牝3栗 53

52 ☆加藤 祥太 �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 404＋ 42：39．29 28．5�

814 アロマティカス 牡3鹿 55
54 ☆城戸 義政山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B454＋ 22：39．94 53．6�

58 エルドールサージュ 牡3栗 55 丸田 恭介原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド B462－ 42：41．7大差 12．6�
33 	 ロケットバイオ 牡4芦 57 黛 弘人バイオ� 今野 貞一 日高 中館牧場 540－ 22：43．5大差 85．7�
22 リープリッヒターゲ 牝3青 53 原田 和真藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 450－ 62：50．8大差 260．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，160，100円 複勝： 21，263，000円 枠連： 7，639，500円
馬連： 29，203，800円 馬単： 14，648，700円 ワイド： 19，035，100円
3連複： 43，544，900円 3連単： 49，651，300円 計： 198，146，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，460円 複 勝 � 1，330円 � 260円 � 180円 枠 連（3－7） 2，750円

馬 連 �� 28，500円 馬 単 �� 75，250円

ワ イ ド �� 6，290円 �� 3，420円 �� 700円

3 連 複 ��� 32，690円 3 連 単 ��� 428，530円

票 数

単勝票数 計 131601 的中 � 2356（10番人気）
複勝票数 計 212630 的中 � 3139（10番人気）� 21771（5番人気）� 39482（1番人気）
枠連票数 計 76395 的中 （3－7） 2149（15番人気）
馬連票数 計 292038 的中 �� 794（47番人気）
馬単票数 計 146487 的中 �� 146（112番人気）
ワイド票数 計 190351 的中 �� 751（45番人気）�� 1396（32番人気）�� 7498（7番人気）
3連複票数 計 435449 的中 ��� 999（79番人気）
3連単票数 計 496513 的中 ��� 84（748番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―12．6―12．8―12．7―12．3―12．7―13．1―13．1―13．5―14．0―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―24．8―37．4―50．2―1：02．9―1：15．2―1：27．9―1：41．0―1：54．1―2：07．6―2：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→
」 上り4F54．4―3F41．3
1
�
1（8，12）14，5（7，4）－3（11，9）6－13－10－2
1－（7，4）5，12－11（8，9）－6（14，10）13，3＝2

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

勝馬の
紹 介

シフォンカール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．1．23 中山1着

2013．1．24生 牝4芦 母 カールファターレ 母母 エルフィンフェザー 13戦2勝 賞金 16，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時20分に変更。
〔騎手変更〕 デルマキミコイシ号の騎手伴啓太は，第5日第8競走での落馬負傷のため井上敏樹に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エルドールサージュ号・ロケットバイオ号・リープリッヒターゲ号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成29年12月19日まで平地競走に出走できない。
※デルマキミコイシ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 福島競馬 第６日



3106311月19日 晴 良 （29福島3）第6日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走10時40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

59 ペイシャオブワキア 牝3鹿 53 吉田 隼人北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 442－141：47．0 11．8�
47 ノーブルスノー 牝4芦 55

52 ▲横山 武史吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 482＋ 2 〃 ハナ 5．9�
815 グレイスニコ 牝3栗 53 田中 勝春島川 �哉氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 470＋12 〃 クビ 23．4�
610 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 476－ 4 〃 ハナ 2．9�
58 アイアンテーラー 牝3栗 53 �島 良太中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 466－ 21：47．31� 4．8�
46 ピアノイッチョウ 牝3黒鹿 53

50 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 尾形 充弘 浦河 中神牧場 530＋ 41：47．4クビ 11．3	
23 ララベスラーナ 牝3栗 53

52 ☆�島 克駿ディアレストクラブ
 高橋 義忠 浦河 ディアレスト
クラブ B476＋ 61：47．82� 5．6�

35 エレクトリイオネ 牝3黒鹿53 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム B476＋ 21：48．12 70．5
11 	 チャーミングポッケ 牝5栗 55

54 ☆加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 466＋ 21：48．84 168．0�
34 ライディングハイ 牝4鹿 55

52 ▲富田 暁�下河辺牧場 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 494＋ 4 〃 アタマ 190．3�
713 ベストレート 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也
G1レーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 502－ 21：49．86 14．9�
712	 ラパンノワール 牝4青鹿55 西田雄一郎鈴木 史郎氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 428－12 〃 ハナ 317．0�
611 アオイサンライズ 牝3鹿 53 丸山 元気新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 412－ 61：50．01
 33．8�
814 ア マ ノ ガ ワ 牝3黒鹿53 黛 弘人�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 438＋ 41：50．85 115．4�
22 	 ゴールドビーズ 牝4栗 55

54 ☆井上 敏樹�和田牧場 和田 正道 安平 ノーザンファーム 468＋10 （競走中止） 152．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，086，000円 複勝： 27，386，800円 枠連： 9，560，200円
馬連： 36，020，000円 馬単： 16，954，600円 ワイド： 23，248，600円
3連複： 49，259，700円 3連単： 57，937，500円 計： 241，453，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 360円 � 190円 � 530円 枠 連（4－5） 750円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 980円 �� 2，470円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 18，880円 3 連 単 ��� 91，910円

票 数

単勝票数 計 210860 的中 � 14207（6番人気）
複勝票数 計 273868 的中 � 18533（6番人気）� 45069（2番人気）� 11697（8番人気）
枠連票数 計 95602 的中 （4－5） 9833（4番人気）
馬連票数 計 360200 的中 �� 9279（11番人気）
馬単票数 計 169546 的中 �� 2335（21番人気）
ワイド票数 計 232486 的中 �� 6305（11番人気）�� 2381（28番人気）�� 3284（21番人気）
3連複票数 計 492597 的中 ��� 1956（57番人気）
3連単票数 計 579375 的中 ��� 457（287番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．4―12．3―13．0―12．8―13．3―13．1―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．3―41．6―54．6―1：07．4―1：20．7―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．6
1
3
・（4，8）（9，10）（1，13，15）（3，5）14（11，7，12）2－6
8（4，10）（9，13）（1，3，15，14）7（5，12）－11，6＝2

2
4

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

勝馬の
紹 介

ペイシャオブワキア �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2016．12．25 中山4着

2014．4．11生 牝3鹿 母 スズカクエーサー 母母 スズカグレイス 10戦2勝 賞金 20，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時45分に変更。
〔競走中止〕 ゴールドビーズ号は，競走中に異常歩様となったため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ノーブルスノー号の騎手横山武史は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔調教再審査〕 ゴールドビーズ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。

3106411月19日 晴 良 （29福島3）第6日 第4競走 ��2，770�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時10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� コースレコード2：59．3良

11 マイネルヴォーダン 牡5栗 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 518± 03：02．5 9．0�

69 ニシノリュウセイ 牡4黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 416＋ 43：03．24 5．0�
22 ウインインスパイア 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 466－ 23：03．73 7．5�
712 ベストサポーター 牡4青鹿60 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 524± 03：05．08 17．3�
58 クロフネフリート 牡6鹿 60 浜野谷憲尚平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 530－ 23：05．32 7．6�
33 � ユアーザワン 牡5青 60 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 486－ 4 〃 アタマ 90．2	
46 � タイセイエナジー 牡5栗 60 石神 深一田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B476＋ 23：08．5大差 18．6

610 ディグアップセンス 牡3鹿 58 草野 太郎広尾レース� 伊藤 正徳 新冠 富本 茂喜 432＋183：09．13� 124．4�
57 コパカバーナ 牝3栗 56 蓑島 靖典�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 室田 千秋 496＋123：09．2� 100．3
34 エンジェルナンバー 牝3黒鹿56 鈴木 慶太岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 日高 千葉飯田牧場 434＋ 63：10．05 133．5�
45 クールジョーカー 牡6黒鹿60 上野 翔小林竜太郎氏 松永 康利 様似 髙村 伸一 448－ 83：12．1大差 58．6�
813 ニホンピロボーラー 牡4鹿 60 高田 潤小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 498－ 4 （競走中止） 4．3�
814 ボ ル ゲ ー ゼ �5黒鹿60 小野寺祐太 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 （競走中止） 3．5�

（13頭）
711 ジャストドゥイング 牡5鹿 60 林 満明前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 548＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 12，584，700円 複勝： 19，298，700円 枠連： 10，599，900円
馬連： 23，902，500円 馬単： 12，039，600円 ワイド： 15，522，500円
3連複： 36，976，400円 3連単： 43，810，500円 計： 174，734，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 280円 � 170円 � 230円 枠 連（1－6） 3，080円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 4，750円

ワ イ ド �� 590円 �� 860円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 22，130円

票 数

単勝票数 差引計 125847（返還計 10416） 的中 � 11124（6番人気）
複勝票数 差引計 192987（返還計 9360） 的中 � 16059（6番人気）� 33402（3番人気）� 21128（5番人気）
枠連票数 差引計 105999（返還計 835） 的中 （1－6） 2662（14番人気）
馬連票数 差引計 239025（返還計 36106） 的中 �� 9034（10番人気）
馬単票数 差引計 120396（返還計 19996） 的中 �� 1900（26番人気）
ワイド票数 差引計 155225（返還計 21644） 的中 �� 6780（6番人気）�� 4520（14番人気）�� 6986（5番人気）
3連複票数 差引計 369764（返還計 87731） 的中 ��� 8329（13番人気）
3連単票数 差引計 438105（返還計104118） 的中 ��� 1435（94番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 52．4－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルヴォーダン �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー 2014．7．27 札幌4着

2012．2．18生 牡5栗 母 リンガスマドンナ 母母 ロードマドンナ 障害：6戦1勝 賞金 13，360，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時15分に変更。
〔競走除外〕 ジャストドゥイング号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し，疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走

時刻8分遅延。
〔競走中止〕 ニホンピロボーラー号は，1周目1号障害〔ハードル〕飛越の際にバランスをくずし，1周目4コーナーで騎手が落馬したた

め競走中止。
ボルゲーゼ号は，競走中に異常歩様となったため2周目1号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

〔制裁〕 ユアーザワン号の騎手高野和馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ジャストドゥイング号は，平成29年11月20日から平成29年12月19日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
〔調教再審査〕 ボルゲーゼ号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査〔平地調教を含む〕。



3106511月19日 曇 良 （29福島3）第6日 第5競走 ��2，770�サラブレッド系障害3歳以上
発走12時00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� コースレコード2：59．3良

22 � エアカーディナル 牡6鹿 60 高田 潤 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 490－ 43：01．3 7．8�
610 ティナカヌメ 牝3黒鹿56 五十嵐雄祐澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田牧場 462＋ 2 〃 アタマ 5．1�
45 サーストンコラルド 牡6鹿 60 北沢 伸也齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 藤沢牧場 462－ 43：01．61� 2．0�
813 シゲルボスザル 牡3黒鹿58 平沢 健治森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下

ファーム 460－ 83：02．02� 29．0�
11 シゲルゴリラ 牡3黒鹿58 草野 太郎森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 470－ 43：02．21 17．7�
34 トラキアンコード 	5芦 60 金子 光希原 
子氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 494－ 63：02．52 16．3	
33 シゲルコング 牡3鹿 58 石神 深一森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 増本 良孝 506＋ 43：02．71� 17．2

814 ガルガンチュア 牡4栗 60 上野 翔渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤澤 昭勝 436＋ 2 〃 クビ 11．7�
58 マイネルヴァッサー 牡4鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 414－103：02．91� 14．3�
57 シゲルロウニンアジ 牡4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 490－103：03．11 40．4
711 スリージェット 牡4栗 60 浜野谷憲尚永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488± 03：04．9大差 24．5�
46 タカラキングダム 	3鹿 58 大江原 圭村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 464± 03：09．2大差 213．0�
712� クリノミユキチャン 牝6鹿 58 田村 太雅栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 今井 秀樹 458± 03：09．3� 184．8�
69 レディーフランソワ 牝3鹿 56 小野寺祐太植木 茂年氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 480－103：11．6大差 179．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，461，600円 複勝： 19，999，000円 枠連： 9，423，900円
馬連： 26，841，600円 馬単： 15，444，100円 ワイド： 20，036，000円
3連複： 45，327，000円 3連単： 59，018，100円 計： 210，551，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 190円 � 140円 � 120円 枠 連（2－6） 2，530円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 4，740円

ワ イ ド �� 710円 �� 300円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 13，070円

票 数

単勝票数 計 144616 的中 � 14731（3番人気）
複勝票数 計 199990 的中 � 19207（4番人気）� 37963（2番人気）� 56474（1番人気）
枠連票数 計 94239 的中 （2－6） 2884（9番人気）
馬連票数 計 268416 的中 �� 10085（7番人気）
馬単票数 計 154441 的中 �� 2441（15番人気）
ワイド票数 計 200360 的中 �� 6260（7番人気）�� 17684（2番人気）�� 21181（1番人気）
3連複票数 計 453270 的中 ��� 23892（2番人気）
3連単票数 計 590181 的中 ��� 3272（30番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 51．3－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エアカーディナル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Grand Lodge

2011．4．5生 牡6鹿 母 エアセイレン 母母 カ ラ キ ー ア 障害：2戦1勝 賞金 9，000，000円
初出走 JRA

〔その他〕 サーストンコラルド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サーストンコラルド号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年12月19日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 コンゴウリキ号・ニシノファルコン号・ブルーガーディアン号

3106611月19日 曇 良 （29福島3）第6日 第6競走 1，700�サラブレッド系3歳以上
発走12時35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

713 フィルムフランセ 牝3鹿 53
50 ▲横山 武史吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 484± 01：47．3 3．8�

35 バ リ キ 牡5栗 57
54 ▲藤田菜七子杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 452－ 6 〃 クビ 10．5�

23 エスポワールパレス 牡3鹿 55
54 ☆城戸 義政小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 500＋ 41：47．4� 8．0�

712 プエルタデルソル 牡3栗 55
54 ☆�島 克駿前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 61：47．82� 15．7�
610 ペイシャボム 牡3鹿 55 原田 和真北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 470＋ 21：47．9� 5．2�
814 ディライトラッシュ 牡3鹿 55

52 ▲菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 B498± 01：48．22 5．1	

611� ヴィレッジダンサー 牝4鹿 55
54 ☆木幡 巧也
木村牧場 伊藤 大士 日高 木村牧場 482± 01：48．3クビ 22．6�

34 � メイショウドスコイ 牡4黒鹿 57
56 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 416－ 8 〃 ハナ 198．7�

22 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 470－ 4 〃 アタマ 253．8
58 デストリーライズ �5鹿 57

56 ☆木幡 初也広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 504＋ 81：48．4� 35．4�
47 アシャカリブラ 牡3黒鹿55 藤懸 貴志吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B514＋ 61：48．61	 7．2�
11 シ ン デ ン 牡3鹿 55 中井 裕二ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 488＋ 61：48．7クビ 32．3�
815 メイショウダッサイ 牡4黒鹿 57

54 ▲富田 暁松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 492± 01：48．8� 15．6�
46 � デルマアツヒメ 牝4栗 55 長岡 禎仁南條 浩輝氏 伊藤 伸一 千歳 社台ファーム 402－ 21：49．22� 214．1�
59 � スリーベアハート �4鹿 57 森 一馬永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 B478－ 81：53．0大差 154．0�
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売 得 金
単勝： 21，066，200円 複勝： 31，237，700円 枠連： 10，850，400円
馬連： 39，630，600円 馬単： 19，865，500円 ワイド： 26，707，100円
3連複： 57，641，000円 3連単： 72，114，600円 計： 279，113，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 300円 � 220円 枠 連（3－7） 1，690円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 780円 �� 500円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 4，430円 3 連 単 ��� 21，650円

票 数

単勝票数 計 210662 的中 � 43226（1番人気）
複勝票数 計 312377 的中 � 64486（1番人気）� 22650（6番人気）� 34467（5番人気）
枠連票数 計 108504 的中 （3－7） 4958（8番人気）
馬連票数 計 396306 的中 �� 14268（7番人気）
馬単票数 計 198655 的中 �� 3893（14番人気）
ワイド票数 計 267071 的中 �� 8662（9番人気）�� 14381（4番人気）�� 5646（16番人気）
3連複票数 計 576410 的中 ��� 9745（12番人気）
3連単票数 計 721146 的中 ��� 2414（62番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．1―12．8―13．0―12．9―12．9―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．5―43．3―56．3―1：09．2―1：22．1―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．1
1
3
・（4，5）（13，12）（3，14）（1，7，10）2，6（8，11）9－15・（4，5）12（3，13，7，10）（1，14）11，2（8，6，15）＝9

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

勝馬の
紹 介

フィルムフランセ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．23 東京3着

2014．4．3生 牝3鹿 母 フレンチノワール 母母 パープルホワイト 12戦2勝 賞金 26，750，000円
〔騎手変更〕 ペイシャボム号の騎手伴啓太は，第5日第8競走での落馬負傷のため原田和真に変更。
〔制裁〕 シンデン号の騎手中井裕二は，4コーナーで外側に斜行したことについて平成29年11月25日から平成29年12月3日まで騎

乗停止。（被害馬：14番・7番・11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーベアハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月19日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ミュゼリバイアサン号・リネンソング号



3106711月19日 曇 良 （29福島3）第6日 第7競走 ��2，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

23 ミルトプレスト 牡3鹿 55 吉田 隼人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 512＋ 62：40．0 8．4�
24 ピッツィカート �4鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 クビ 7．9�
48 トロピカルストーム �4黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440＋ 22：40．1� 3．2�

612 フォースフィールド 牡5黒鹿 57
54 ▲横山 武史岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 438＋ 42：40．31� 9．2�

713 マスターコード 牡3黒鹿 55
54 ☆木幡 初也�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± 02：40．93� 31．2	
816 マイネルクラフト 牡4黒鹿57 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 B486＋ 2 〃 ハナ 10．6

815 シェルブルック 牡3鹿 55 秋山真一郎 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 504± 02：41．11� 19．2�
36 カ マ ク ラ 牝4黒鹿55 田中 勝春市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 452－ 42：41．52� 17．0�
714 ス プ マ ン テ 牡3青鹿 55

54 ☆	島 克駿石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 474± 0 〃 ハナ 6．3
611 タガノヤグラ 牡3栗 55 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446－ 4 〃 ハナ 22．2�
47 ナンヨーテンプル 牡5黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 506＋102：41．6� 35．6�
35 ディスピュート 牡4鹿 57 勝浦 正樹畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 424－ 42：41．91
 43．5�
59 タマモベルガモ 牡4栗 57 中井 裕二タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B478＋ 22：42．32� 16．4�
510 シャンタルエット 牝5鹿 55

54 ☆城戸 義政 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 484－ 42：42．61
 141．9�
11 クラウンジーニアス �5栗 57 丸田 恭介�クラウン 松永 康利 新冠 松浦牧場 B484± 02：43．23� 38．3�
12 � レジェンドクイーン 牝4芦 55

54 ☆井上 敏樹小林 章氏 石毛 善彦 浦河 市川フアーム B486－112：52．9大差 163．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，194，700円 複勝： 31，220，100円 枠連： 12，962，100円
馬連： 38，040，900円 馬単： 18，082，700円 ワイド： 27，685，500円
3連複： 59，851，800円 3連単： 71，211，100円 計： 278，248，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 280円 � 280円 � 140円 枠 連（2－2） 3，580円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 6，300円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 700円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，950円 3 連 単 ��� 27，900円

票 数

単勝票数 計 191947 的中 � 18113（4番人気）
複勝票数 計 312201 的中 � 23785（5番人気）� 24022（4番人気）� 80888（1番人気）
枠連票数 計 129621 的中 （2－2） 2804（15番人気）
馬連票数 計 380409 的中 �� 8595（8番人気）
馬単票数 計 180827 的中 �� 2150（17番人気）
ワイド票数 計 276855 的中 �� 5230（10番人気）�� 10414（5番人気）�� 9660（6番人気）
3連複票数 計 598518 的中 ��� 11351（4番人気）
3連単票数 計 712111 的中 ��� 1850（58番人気）

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

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�
13．3―25．0―36．8―48．9―1：01．1―1：13．5―1：26．2―1：39．3―1：51．9―2：03．9―2：16．1―2：27．7

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ミルトプレスト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2016．12．4 中山8着

2014．4．11生 牡3鹿 母 シアトルブリッジ 母母 ミヤシロオーバン 11戦2勝 賞金 14，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レジェンドクイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月19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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 セシルクラウン号・ビレッジソング号・マッシュクール号

3106811月19日 曇 良 （29福島3）第6日 第8競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳以上

発走13時35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

59 ショウナンカイドウ 牡4栗 57 藤懸 貴志国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B530＋ 81：08．4 12．3�
48 スズカモナミ 牝3鹿 54 秋山真一郎永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 428－ 81：08．93 39．1�
713 サイモンゼーレ 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 488－ 21：09．21� 2．0�
23 エイシンスペード 牡3栗 56

55 ☆	島 克駿�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 松本牧場 482＋ 41：09．41
 25．3�
816 アースヴィグラス 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 450± 0 〃 クビ 42．7�
714 ボストンビリーヴ 牝7栗 55

54 ☆城戸 義政ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 460－ 81：09．5クビ 48．7	
510 アリエスムーン 牝6青鹿 55

54 ☆加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 444－ 61：09．6� 16．1

35 � アポロリュウセイ 牡4栗 57 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 498＋ 4 〃 クビ 18．7�
611 イソノヴィグラス 牡4栗 57 田中 勝春岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 472＋ 41：09．7クビ 9．4�
24 � シルバーゲイル 牡4芦 57

56 ☆木幡 初也林 正道氏 的場 均 新ひだか 増本 良孝 504＋151：10．02 105．3
36 パミーナコラッジョ 牝4鹿 55 勝浦 正樹桜井 忠隆氏 水野 貴広 新冠 須崎牧場 482－141：10．1クビ 163．7�
47  トッコディルーチェ �4鹿 57

54 ▲富田 暁加藤 誠氏 中竹 和也 米
Morris B. Floyd, Pat
Farrah, Dan Tsujioka
& Dave Alban

494＋ 21：10．2� 5．9�
612 カンタベリーマイン 牡4鹿 57 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 458－ 21：10．62� 42．5�
11 � ニシノクローバー 牝5黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹秦 千織氏 武藤 善則 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 494－101：10．8� 23．4�

12 � スカイアクセス �8鹿 57 西村 太一�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 538＋ 41：11．22� 116．4�
815 エヴェリーナ 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 494＋121：13．0大差 11．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，152，000円 複勝： 43，162，800円 枠連： 13，010，600円
馬連： 40，518，900円 馬単： 25，222，200円 ワイド： 27，540，300円
3連複： 59，861，700円 3連単： 89，669，300円 計： 322，137，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 300円 � 660円 � 110円 枠 連（4－5） 1，690円

馬 連 �� 19，380円 馬 単 �� 41，480円

ワ イ ド �� 5，120円 �� 460円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 9，550円 3 連 単 ��� 110，370円

票 数

単勝票数 計 231520 的中 � 14982（5番人気）
複勝票数 計 431628 的中 � 22196（4番人気）� 8322（13番人気）� 217713（1番人気）
枠連票数 計 130106 的中 （4－5） 5944（7番人気）
馬連票数 計 405189 的中 �� 1620（44番人気）
馬単票数 計 252222 的中 �� 456（84番人気）
ワイド票数 計 275403 的中 �� 1288（51番人気）�� 16762（3番人気）�� 5512（14番人気）
3連複票数 計 598617 的中 ��� 4700（32番人気）
3連単票数 計 896693 的中 ��� 589（320番人気）

ハロンタイム 9．5―10．7―11．2―12．1―12．4―12．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．2―31．4―43．5―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F37．0
3 ・（9，10）13（5，3，8）7（1，4，15）16，2，6，11－12，14 4 9，10，13（5，3，8）－4（1，2，16，7）（6，15）11－（12，14）

勝馬の
紹 介

ショウナンカイドウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2015．10．10 京都13着

2013．1．30生 牡4栗 母 タピルージュ 母母 ネ ガ ノ 17戦2勝 賞金 20，000，000円
〔騎手変更〕 シルバーゲイル号の騎手伴啓太は，第5日第8競走での落馬負傷のため木幡初也に変更。
〔その他〕 エヴェリーナ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 エヴェリーナ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年12月19日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エイシンブリッツ号・ソービック号・タマモサザンクロス号・ラヴィソント号



3106911月19日 小雪 良 （29福島3）第6日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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

612 ジ ョ イ フ ル 牡3鹿 56
55 ☆木幡 巧也 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 21：09．6 2．6�
24 ポンテファブリチオ 牡4鹿 57 秋山真一郎窪田 康志氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 B502－ 21：09．81 21．4�
713 ア プ ト 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹 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 440＋ 2 〃 クビ 8．0�

47 � ジ ェ ス ロ �4鹿 57
56 ☆�島 克駿松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 422－ 81：10．01	 12．9�

36 アイムウィッシング 牝4鹿 55
52 ▲藤田菜七子 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 440± 0 〃 アタマ 10．4�
816 トーホウビスカヤ 牝3鹿 54 丸山 元気東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 482－121：10．1	 11．0	
815 ビックリシタナモー 牡3黒鹿 56

53 ▲富田 暁小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 506＋121：10．2
 9．0

35 サクラヴィオーラ 牝6栗 55 勝浦 正樹�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 478－101：10．3クビ 11．7�
510� ポートレイト 牝4黒鹿55 大庭 和弥グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 430－ 2 〃 クビ 77．4�
611 ラ ソ 牝3黒鹿54 中井 裕二西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 村上 欽哉 428－ 61：10．4クビ 49．7
59 サラデコラシオン 牝3栗 54 丹内 祐次川崎 賢二氏 岩戸 孝樹 新冠 前川 隆範 434－10 〃 クビ 9．1�
48 ステイウィズアンナ 牝3黒鹿54 田中 勝春吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 390－101：10．71	 13．9�
12 セ ル リ ア ン 牡3黒鹿 56

55 ☆城戸 義政�サンライズ 藤岡 健一 浦河 金成吉田牧場 484＋101：10．8	 107．4�
23 ラ ト ゥ ー ル 牝5鹿 55

54 ☆木幡 初也佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 442－14 〃 クビ 211．1�
11 � マリノパシフィカス 牝3黒鹿54 丸田 恭介矢野まり子氏 松永 康利 日高 広富牧場 410－ 91：10．9	 113．6�
714 ロイヤルフレア 牝4鹿 55 伊藤 工真片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 428－161：12．07 85．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，565，500円 複勝： 28，016，800円 枠連： 13，877，500円
馬連： 45，221，500円 馬単： 20，436，200円 ワイド： 28，126，100円
3連複： 62，952，900円 3連単： 81，197，400円 計： 301，393，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 290円 � 230円 枠 連（2－6） 3，260円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 4，960円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 410円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 7，840円 3 連 単 ��� 34，750円

票 数

単勝票数 計 215655 的中 � 64304（1番人気）
複勝票数 計 280168 的中 � 63795（1番人気）� 20392（6番人気）� 29258（3番人気）
枠連票数 計 138775 的中 （2－6） 3295（14番人気）
馬連票数 計 452215 的中 �� 11603（9番人気）
馬単票数 計 204362 的中 �� 3089（17番人気）
ワイド票数 計 281261 的中 �� 6110（9番人気）�� 19404（1番人気）�� 2515（41番人気）
3連複票数 計 629529 的中 ��� 6017（28番人気）
3連単票数 計 811974 的中 ��� 1694（111番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．3―11．7―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―34．8―46．5―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ョ イ フ ル �
�
父 キングズベスト �

�
母父 Street Cry デビュー 2016．7．30 新潟10着

2014．4．26生 牡3鹿 母 ティアーオブジョイ 母母 レリッシュザソート 12戦2勝 賞金 16，800，000円
〔騎手変更〕 アプト号の騎手伴啓太は，第5日第8競走での落馬負傷のため菊沢一樹に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウインベントゥーラ号・チェルカトーレ号
（非抽選馬） 2頭 カトルラポール号・ラブリイメッセージ号

3107011月19日 曇 良 （29福島3）第6日 第10競走 ��1，800�
つ ち ゆ お ん せ ん

土 湯 温 泉 特 別
発走14時40分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

48 キューンハイト 牝3鹿 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 61：49．1 17．3�

36 スターファセット 牝5鹿 55 吉田 隼人吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 454－101：49．31� 5．0�
12 レイトブルーマー 牝3芦 53 丸山 元気堀 祥子氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 452＋ 21：49．51� 10．6�
612 ツ ヅ ク 牝3鹿 53 杉原 誠人清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 448－ 41：49．6� 46．8�
23 グランディフローラ 牝5鹿 55 �島 良太 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 452－101：49．7	 25．0	
816 ヨシノザクラ 牝4芦 55 勝浦 正樹前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 2 〃 アタマ 2．6

35 レッドカルディア 牝4鹿 55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 ハナ 38．5�
510 ゴッドカリビアン 牝4鹿 55 秋山真一郎中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 B454＋ 6 〃 アタマ 14．3�
24 カウントオンイット 牝3栗 53 木幡 巧也飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B496－ 41：49．8� 4．7
11 ブライティアスター 牝6黒鹿55 中井 裕二小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 462＋ 2 〃 クビ 86．5�
713 サツキユニヴァース 牝3栗 53 川島 信二小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 444＋101：50．11� 19．5�
47 エヴァンジル 牝5黒鹿55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 480＋141：50．2クビ 194．0�
815 クイントゥープル 牝3栗 53 木幡 初也 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 448＋221：50．3� 154．8�
59 レッドミラベル 牝3芦 53 黛 弘人 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 438－ 21：50．51	 22．0�
611 ヤマニンルサリー 牝3鹿 53 原田 和真土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 442± 01：50．6	 48．6�
714
 シャイニングスカイ 牝3黒鹿53 井上 敏樹杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 424－131：54．6大差 129．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，538，500円 複勝： 33，724，800円 枠連： 19，294，300円
馬連： 63，849，300円 馬単： 29，966，300円 ワイド： 37，521，500円
3連複： 89，130，300円 3連単： 124，527，900円 計： 424，552，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 410円 � 180円 � 340円 枠 連（3－4） 3，300円

馬 連 �� 4，540円 馬 単 �� 10，800円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 3，190円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 15，960円 3 連 単 ��� 131，030円

票 数

単勝票数 計 265385 的中 � 12237（6番人気）
複勝票数 計 337248 的中 � 18443（6番人気）� 59815（2番人気）� 24042（4番人気）
枠連票数 計 192943 的中 （3－4） 4529（12番人気）
馬連票数 計 638493 的中 �� 10880（18番人気）
馬単票数 計 299663 的中 �� 2080（37番人気）
ワイド票数 計 375215 的中 �� 8122（13番人気）�� 2939（32番人気）�� 9112（10番人気）
3連複票数 計 891303 的中 ��� 4188（49番人気）
3連単票数 計1245279 的中 ��� 689（370番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．8―13．1―12．4―11．8―12．2―12．0―12．3

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キューンハイト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 タマモクロス デビュー 2016．10．8 東京2着

2014．5．19生 牝3鹿 母 マイネアクティース 母母 ヒカルダンサー 13戦2勝 賞金 24，505，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャイニングスカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月19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 クィーンビー号



3107111月19日 曇 良 （29福島3）第6日 第11競走 ��
��1，700�福島民友カップ

発走15時20分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳54�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

福島民友新聞社長賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

814 ディアデルレイ 牡6栗 57 勝浦 正樹 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム B498－ 81：45．1 6．9�
69 ブライトアイディア 牡7栗 56 	島 克駿小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B516－101：45．42 8．9�
813 ア ル タ イ ル 牡5栗 57 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B484－ 41：45．5クビ 3．4�
34 ブラゾンドゥリス 牡5鹿 58 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 516± 0 〃 クビ 7．8�
57 イースターパレード 
8栗 56 秋山真一郎�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 506－ 41：45．81� 37．9	
22 サ ン グ ラ ス 牡6青鹿56 川島 信二玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B502－ 81：45．9� 16．4

711 リ ッ カ ル ド 
6芦 58 黛 弘人岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 496－ 2 〃 ハナ 7．5�
33 ダノングッド 牡5栗 56 丸田 恭介�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B514－ 41：46．0� 8．4�
712 トミケンユークアイ 
8黒鹿56 丸山 元気冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 502＋ 61：46．42� 55．2
610 スズカリバー 牡5鹿 56 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494＋ 21：46．5� 15．2�
11 リーゼントロック 牡6黒鹿56 熊沢 重文三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 530± 01：46．71 29．4�
45  チャーリーブレイヴ 
7鹿 57 木幡 巧也林 正道氏 尾関 知人 米 Mike

Abraham B492± 01：46．8� 87．7�
58 ノ ウ レ ッ ジ 牡7鹿 57 中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 41：47．86 105．0�
46 ダンツプリウス 牡4鹿 56 	島 良太山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 500＋ 41：48．33 9．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，496，900円 複勝： 54，472，500円 枠連： 42，174，700円
馬連： 157，375，300円 馬単： 61，905，000円 ワイド： 71，955，400円
3連複： 224，941，700円 3連単： 292，016，400円 計： 947，337，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 230円 � 240円 � 150円 枠 連（6－8） 680円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 6，020円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 540円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 21，810円

票 数

単勝票数 計 424969 的中 � 48730（2番人気）
複勝票数 計 544725 的中 � 55058（3番人気）� 52202（5番人気）� 112781（1番人気）
枠連票数 計 421747 的中 （6－8） 47393（2番人気）
馬連票数 計1573753 的中 �� 36385（13番人気）
馬単票数 計 619050 的中 �� 7711（19番人気）
ワイド票数 計 719554 的中 �� 16823（14番人気）�� 35422（2番人気）�� 32066（3番人気）
3連複票数 計2249417 的中 ��� 57392（3番人気）
3連単票数 計2920164 的中 ��� 9706（50番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．8―42．5―55．1―1：07．4―1：20．0―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7
1
3
12，3，8（4，10，14）11（1，2）（6，5，13）9，7
12（4，3，8，14）（10，11）2（1，5，13）（7，9）6

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

勝馬の
紹 介

ディアデルレイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．29 中山1着

2011．2．27生 牡6栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 23戦6勝 賞金 112，246，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 トミケンユークアイ号の騎手丸山元気は，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。

3107211月19日 曇 良 （29福島3）第6日 第12競走 ��
��1，200�

い い ざ か お ん せ ん

飯 坂 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 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

23 スナークスカイ 牡4鹿 57 �島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 444－ 41：09．7 12．3�
713	 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 468－ 4 〃 クビ 2．7�
35 アルミューテン 牝3栗 54 井上 敏樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 472－ 21：09．91
 14．4�
815 サウンドドゥイット 牡5鹿 57 丸山 元気増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 452－ 81：10．0クビ 6．1�
47 ブライティアレディ 牝4青鹿55 秋山真一郎小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 416－121：10．21 8．2�
612 トウカイクローネ 牡5青鹿57 熊沢 重文内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 480－ 2 〃 クビ 26．1	
24 プリンシパルスター �4青鹿57 藤懸 貴志 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 444＋141：10．3クビ 83．8

11 ペイシャマリヤ 牝4栗 55 黛 弘人北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 464＋ 2 〃 クビ 5．1�
12 ハートイズハート 牡4栗 57 杉原 誠人北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 B466＋ 61：10．51� 44．7�
816 フジマサアクトレス 牝4鹿 55 中井 裕二藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 460－14 〃 クビ 28．9
59 フリームーヴメント 牡4栗 57 藤田菜七子ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 456＋ 21：10．6クビ 21．8�
611 ティーエスバラ 牡5鹿 57 城戸 義政田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 496－201：10．81� 89．9�
510	 スキャットエディ 牡4鹿 57 木幡 巧也林 正道氏 斎藤 誠 米 Machmer

Hall 496＋ 21：11．01� 16．7�
48  ダーリンラブラ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹�三嶋牧場 岩戸 孝樹 浦河 三嶋牧場 450＋ 8 〃 ハナ 49．9�
714	 モズジャカランダ 牝4栗 55 木幡 初也 �キャピタル・システム 小崎 憲 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd B466＋ 21：11．1
 176．0�
36 ブライティアサイト 牝3黒鹿54 原田 和真小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 476－ 6 〃 クビ 76．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，223，500円 複勝： 45，944，100円 枠連： 20，441，900円
馬連： 77，168，600円 馬単： 34，112，600円 ワイド： 43，553，400円
3連複： 106，232，700円 3連単： 142，616，000円 計： 501，292，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 280円 � 150円 � 400円 枠 連（2－7） 1，780円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 4，810円

ワ イ ド �� 690円 �� 2，290円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 9，540円 3 連 単 ��� 67，490円

票 数

単勝票数 計 312235 的中 � 20266（5番人気）
複勝票数 計 459441 的中 � 36806（5番人気）� 108973（1番人気）� 23941（6番人気）
枠連票数 計 204419 的中 （2－7） 8854（7番人気）
馬連票数 計 771686 的中 �� 32665（4番人気）
馬単票数 計 341126 的中 �� 5315（13番人気）
ワイド票数 計 435534 的中 �� 16962（5番人気）�� 4719（29番人気）�� 8379（12番人気）
3連複票数 計1062327 的中 ��� 8350（28番人気）
3連単票数 計1426160 的中 ��� 1532（203番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．5―11．8―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．8―46．6―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スナークスカイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．6．27 阪神7着

2013．4．30生 牡4鹿 母 スナークスズラン 母母 フリートレガッタ 31戦2勝 賞金 35，693，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 アルミューテン号の騎手伴啓太は，第5日第8競走での落馬負傷のため井上敏樹に変更。
〔発走状況〕 ブライティアレディ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ブライティアレディ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スリーランディア号
（非抽選馬）12頭 アントレーン号・カシノロマンス号・クラウンアゲン号・グランドポピー号・コスモリョウゲツ号・コリーナ号・

シェヴェルニー号・バーミーブリーズ号・パーリオミノル号・ビップソルダー号・ラブユーミー号・
リルティングインク号

３レース目



（29福島3）第6日 11月19日（日曜日） 晴後曇一時雪 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

206，510，000円
1，270，000円
9，920，000円
1，970，000円
22，850，000円
71，562，000円
6，225，400円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
265，036，200円
381，036，000円
180，616，500円
612，188，600円
286，488，400円
364，341，400円
886，721，900円
1，148，081，500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 4，124，510，500円

総入場人員 12，142名 （有料入場人員 9，587名）



平成29年度 第3回福島競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，060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

1，214，150，000円
16，460，000円
83，720，000円
10，700，000円
135，290，000円
430，189，000円
32，768，200円
10，176，000円

勝馬投票券売得金
1，802，832，600円
2，615，359，400円
1，128，602，800円
4，136，876，500円
1，950，679，300円
2，500，146，200円
5，897，467，500円
7，894，399，900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 27，926，364，200円

総入場延人員 64，948名 （有料入場延人員 52，458名）
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