
3203711月11日 晴 良 （30福島3）第4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

510 ア ン ビ ル 牡2黒鹿 55
53 △藤田菜七子�菅井牧場 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 466＋ 21：10．4 6．8�

714 ア マ デ ウ ス 牡2黒鹿55 菱田 裕二中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育
成牧場 452± 01：10．93 1．8�

12 フレッシュスマイル 牝2栗 54 戸崎 圭太坪野谷和平氏 勢司 和浩 新ひだか 真歌田中牧場 456－ 21：11．11� 3．7�
611 ジョートラジャ 牡2芦 55 �島 克駿上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 528± 01：11．31	 25．8�
47 イチバンヤリ 牡2黒鹿55 吉田 隼人岡 浩二氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 490＋ 21：11．4
 49．6�
59 タマモキャペリン 牝2鹿 54 勝浦 正樹タマモ	 水野 貴広 新冠 小泉牧場 448＋ 81：11．5クビ 202．8

35 ローゼンオルデン 牝2芦 54 田辺 裕信宮川 保氏 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416－ 4 〃 ハナ 25．9�
48 キョウエイビーコン 牡2鹿 55 西田雄一郎田中 晴夫氏 武藤 善則 日高 春木ファーム B440＋ 21：11．6	 149．3�
24 ストレートパンチ 牡2鹿 55

54 ☆荻野 極諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 464＋121：12．02	 109．2
815� トロントテソーロ 牝2芦 54

53 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス	 斎藤 誠 米 Siena

Farms LLC 482＋ 6 〃 クビ 96．7�
23 ヨドノミラクル 牡2栗 55 柴山 雄一海原 聖一氏 鹿戸 雄一 浦河 林農場 476＋ 61：12．1	 98．3�
816 クリノリトルスター 牝2栗 54 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 増尾牧場 402－ 61：12．41
 581．5�
612 アンジェリーブル 牝2栗 54 三浦 皇成�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 434＋101：12．5	 13．8�
36 カシノトランキーロ 牡2鹿 55 川須 栄彦柏木 務氏 天間 昭一 青森 石田 英機 482＋201：12．92	 338．5�
11 サ ン ダ ガ 牡2鹿 55 長岡 禎仁薪浦 英稔氏 杉山 晴紀 新ひだか 秋田育成牧場 444＋ 4 〃 クビ 213．9�
713 ラッキーファインド 牝2黒鹿 54

52 △菊沢 一樹福田 光博氏 的場 均 浦河 グランデファーム 420± 01：13．75 344．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，029，300円 複勝： 55，711，200円 枠連： 9，536，000円
馬連： 34，663，900円 馬単： 21，473，600円 ワイド： 28，447，100円
3連複： 58，476，300円 3連単： 87，016，700円 計： 317，354，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連（5－7） 430円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 190円 �� 280円 �� 140円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 3，210円

票 数

単勝票数 計 220293 的中 � 27382（3番人気）
複勝票数 計 557112 的中 � 38657（3番人気）� 385653（1番人気）� 55857（2番人気）
枠連票数 計 95360 的中 （5－7） 16797（2番人気）
馬連票数 計 346639 的中 �� 61945（2番人気）
馬単票数 計 214736 的中 �� 13069（4番人気）
ワイド票数 計 284471 的中 �� 37316（2番人気）�� 20698（3番人気）�� 63823（1番人気）
3連複票数 計 584763 的中 ��� 112048（1番人気）
3連単票数 計 870167 的中 ��� 19611（6番人気）

ハロンタイム 9．7―10．9―11．5―12．6―12．8―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．6―32．1―44．7―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．3
3 2（4，10）（6，11，14）（12，15）（5，9，16）13，8（3，7）1 4 2，10（6，4，11）14－（12，15）5，9，16（8，13）7（3，1）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ア ン ビ ル �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2018．6．16 阪神3着

2016．3．13生 牡2黒鹿 母 ナムラミステリー 母母 タイキミステリー 4戦1勝 賞金 10，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジェントルブリーズ号
（非抽選馬） 1頭 カネショウベリー号

3203811月11日 晴 良 （30福島3）第4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）

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

46 メモリーコウ 牝3栗 53 荻野 琢真�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 大北牧場 464＋201：46．8 27．8�
59 カリーニョミノル 牝4鹿 55 戸崎 圭太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 490＋141：47．01� 7．8�
610 オデュッセイア 牝3栗 53

52 ☆木幡 巧也吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 456－ 2 〃 ハナ 34．6�
815 リュミエールドール 牝4鹿 55 丸山 元気 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋ 41：47．1クビ 10．9�
23 クラウンロマン 牝5芦 55 吉田 隼人矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 464－ 21：47．2� 39．8	
611 シゲルマツタケ 牝3栗 53 柴山 雄一森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 442－ 8 〃 ハナ 13．0

814 サ ニ ー レ イ 牝3鹿 53 松山 弘平橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム B462＋ 8 〃 アタマ 2．6�
35 イ セ ベ ル 牝3鹿 53 三浦 皇成谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 460－ 8 〃 ハナ 3．7�
34 サ ン ヘ レ ナ 牝5鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ 498－ 21：47．3� 34．7
11 ビ ジ ョ ッ テ 牝4鹿 55 田辺 裕信古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 504＋ 21：47．4クビ 18．5�
58 ダイシンステルラ 牝3黒鹿53 川須 栄彦大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444－ 2 〃 ハナ 30．6�
712 タガノエルフ 牝3黒鹿53 �島 克駿八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 21：47．93 16．4�
713� マーブルフレンテ 牝5鹿 55 菱田 裕二下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 506± 0 〃 アタマ 72．8�
47 レーヌジャルダン 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 442－ 21：49．07 48．2�
22 � ロマングレース 牝4芦 55 黛 弘人菅 實氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 440＋ 41：50．49 209．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，778，400円 複勝： 26，313，800円 枠連： 10，039，700円
馬連： 36，733，500円 馬単： 16，245，700円 ワイド： 30，415，500円
3連複： 54，100，900円 3連単： 59，919，700円 計： 253，547，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，780円 複 勝 � 770円 � 320円 � 860円 枠 連（4－5） 7，570円

馬 連 �� 14，120円 馬 単 �� 30，610円

ワ イ ド �� 3，560円 �� 8，120円 �� 4，100円

3 連 複 ��� 90，570円 3 連 単 ��� 443，280円

票 数

単勝票数 計 197784 的中 � 5689（8番人気）
複勝票数 計 263138 的中 � 8563（9番人気）� 24590（3番人気）� 7551（12番人気）
枠連票数 計 100397 的中 （4－5） 1027（20番人気）
馬連票数 計 367335 的中 �� 2016（41番人気）
馬単票数 計 162457 的中 �� 398（89番人気）
ワイド票数 計 304155 的中 �� 2217（38番人気）�� 960（71番人気）�� 1916（45番人気）
3連複票数 計 541009 的中 ��� 448（211番人気）
3連単票数 計 599197 的中 ��� 98（1041番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―12．0―12．8―12．9―12．4―12．8―12．7―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―30．3―43．1―56．0―1：08．4―1：21．2―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．4
1
3
・（6，7）（3，13）（5，14）（2，11）（9，15）－10－8，1－4－12
6（7，13，14）（3，15）（5，9，11）－（1，10）（2，8）4－12

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

勝馬の
紹 介

メモリーコウ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2017．7．8 中京5着

2015．3．5生 牝3栗 母 メモリーキャップ 母母 メモリーアフリート 5戦2勝 賞金 15，000，000円
［他本会外：1戦0勝］

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４日



3203911月11日 晴 良 （30福島3）第4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）

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 キクノウェスター 牡3鹿 55 田辺 裕信菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 矢野牧場 482－101：47．1 3．7�
11 ブラックカード 牡4黒鹿57 吉田 隼人岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 456－ 81：47．42 8．6�
46 メイショウバルコラ 牡3鹿 55

52 ▲西村 淳也松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 506± 0 〃 クビ 87．8�
22 ユイノチョッパー 牡3黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B500± 0 〃 ハナ 2．7�
59 ロードキング 牡5鹿 57 �島 克駿市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B484－ 41：47．61 10．3�
35 � ジャカンドジョー 牡4鹿 57 黛 弘人井上 一郎氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 464－ 81：47．91� 57．3	
712� メイショウナンプウ 牡4青鹿57 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B488＋ 21：48．32	 27．9

47 レ ア バ ー ド 牡3鹿 55

53 △菊沢 一樹田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 518＋ 21：48．4	 99．3�
814 プ レ ゼ ン ス 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B494－ 4 〃 クビ 4．9
610 ゴッドスパロウ 牡3鹿 55 中井 裕二中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 526－ 61：48．71� 107．0�
23 ラインアストリア 牝3鹿 53 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 482－ 41：49．44 127．3�
58 スターフィールド 
3黒鹿55 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B478＋ 21：49．71� 240．4�
34 トニーハピネス 牝3栗 53

51 △藤田菜七子トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 422± 01：50．76 33．9�
611 タイキダイヤモンド 牡4青鹿57 三浦 皇成�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 472± 01：52．4大差 13．5�
713 ダッシャードリーム 牡3栗 55

54 ☆木幡 初也芦田 信氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 518 ―1：55．5大差 165．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，339，100円 複勝： 30，144，500円 枠連： 10，021，700円
馬連： 35，500，700円 馬単： 17，505，100円 ワイド： 27，210，800円
3連複： 51，891，200円 3連単： 61，215，500円 計： 254，828，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 220円 � 1，160円 枠 連（1－8） 830円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 530円 �� 3，920円 �� 5，440円

3 連 複 ��� 27，340円 3 連 単 ��� 80，980円

票 数

単勝票数 計 213391 的中 � 45827（2番人気）
複勝票数 計 301445 的中 � 52534（3番人気）� 36981（4番人気）� 5084（10番人気）
枠連票数 計 100217 的中 （1－8） 9259（2番人気）
馬連票数 計 355007 的中 �� 21610（5番人気）
馬単票数 計 175051 的中 �� 6197（7番人気）
ワイド票数 計 272108 的中 �� 14355（5番人気）�� 1710（32番人気）�� 1226（45番人気）
3連複票数 計 518912 的中 ��� 1423（72番人気）
3連単票数 計 612155 的中 ��� 548（244番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．9―30．9―43．7―56．8―1：09．5―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4F50．3―3F37．6
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キクノウェスター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 El Prado デビュー 2017．11．25 京都2着

2015．4．2生 牡3鹿 母 シフォンベール 母母 シンフォーミー 7戦2勝 賞金 18，300，000円
〔制裁〕 メイショウバルコラ号の騎手西村淳也は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番）
〔その他〕 タイキダイヤモンド号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダッシャードリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月11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。
（非抽選馬） 2頭 アナザーサイレンス号・ゴールデンタッチ号

3204011月11日 晴 良 （30福島3）第4日 第4競走 2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時10分（番組第5競走を順序変更） （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� 基準タイム2：57．4良

46 メイショウゴウリキ 牡3黒鹿58 森 一馬松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 466－ 42：59．8 5．2�
58 マイネルレオーネ 牡6黒鹿60 黒岩 悠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 406± 03：00．01� 3．8�
711 トーアツキヒカリ �4鹿 60 草野 太郎高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 458＋ 43：01．59 3．3�
813 ト キ ノ オ ー 牡3黒鹿58 佐久間寛志田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 笹島 政信 506－ 23：02．14 12．3�
57 ブレイクスピアー 牡3青鹿58 植野 貴也前田 葉子氏 中村 均 新ひだか 田中 裕之 486＋ 43：04．4大差 18．5�
22 カ ム イ 牡5鹿 60 小野寺祐太川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 472＋ 63：05．46 121．9	
610 ベストサポーター 牡5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 520－ 43：05．93 21．8

45 ライドオンウインド 牡6栗 60 熊沢 重文名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 504＋ 4 〃 アタマ 6．5�
11 クリノアンヌ 牝4栃栗58 大庭 和弥栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 450－123：06．11 169．3�
33 グ リ ト ニ ル 牡4鹿 60 浜野谷憲尚栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 444－ 23：09．5大差 132．5
69 トキノメガミ 牝3栗 56 高野 和馬時田 勝弘氏 小桧山 悟 浦河 中山牧場 470＋ 83：10．77 87．8�
814 ホウオウカーニバル 牡3鹿 58 山本 康志小笹 芳央氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 464－ 63：10．8� 12．1�
34 トルークマクト 牡8鹿 60 蓑島 靖典�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 456± 0 （競走中止） 26．9�
712 ノーモアサイレンス 牝3青鹿56 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 筒井 征文 422＋ 2 （競走中止） 81．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，713，900円 複勝： 15，191，300円 枠連： 10，122，800円
馬連： 25，656，500円 馬単： 12，718，500円 ワイド： 17，234，600円
3連複： 40，565，400円 3連単： 50，306，200円 計： 186，509，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 150円 � 140円 � 130円 枠 連（4－5） 510円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 370円 �� 410円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 7，110円

票 数

単勝票数 計 147139 的中 � 22585（3番人気）
複勝票数 計 151913 的中 � 25499（3番人気）� 26799（2番人気）� 30979（1番人気）
枠連票数 計 101228 的中 （4－5） 15136（1番人気）
馬連票数 計 256565 的中 �� 18748（3番人気）
馬単票数 計 127185 的中 �� 4626（4番人気）
ワイド票数 計 172346 的中 �� 11802（2番人気）�� 10443（3番人気）�� 14278（1番人気）
3連複票数 計 405654 的中 ��� 27408（1番人気）
3連単票数 計 503062 的中 ��� 5127（6番人気）
上り 1マイル 1：47．0 4F 52．5－3F 39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウゴウリキ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サクラローレル デビュー 2017．11．18 京都2着

2015．3．12生 牡3黒鹿 母 ベストオブチャンス 母母 サガミコトブキ 障害：2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 トルークマクト号は，1周目1号障害〔ハードル〕飛越の際，同障害手前で内側に斜行した「ブレイクスピアー」号の影響

で「メイショウゴウリキ」号と接触し，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
ノーモアサイレンス号は，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〕 ブレイクスピアー号の騎手植野貴也は，1周目1号障害手前で内側に斜行したことについて平成30年11月17日から
平成30年11月25日まで騎乗停止。（被害馬：6番・4番）

〔調教再審査〕 ノーモアサイレンス号は，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〕。



3204111月11日 晴 良 （30福島3）第4日 第5競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走12時00分（番組第4競走を順序変更） （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� 基準タイム2：57．4良

56 � メ リ オ ラ 牡4鹿 60 金子 光希前田 幸治氏 中竹 和也 米 Diamond A
Racing Corp. 430－ 43：01．5 2．6�

55 � セガールフォンテン 牡8栗 60 江田 勇亮吉橋 興生氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 488－ 23：01．82 7．5�
812 シゲルピーマン �3鹿 58 石神 深一森中 蕃氏 粕谷 昌央 新ひだか 神垣 道弘 466＋ 43：02．43	 3．4�
79 メイショウゴウキ �4黒鹿60 田村 太雅松本 和子氏 沖 芳夫 安平 
橋本牧場 482－ 23：02．5	 5．4�
44 パリカラノテガミ 牡7鹿 60 五十嵐雄祐嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 454± 03：02．92	 11．0�
22 � マリノパシフィカス 牝4黒鹿58 浜野谷憲尚矢野まり子氏 松永 康利 日高 広富牧場 432－ 83：03．64 215．7�
710 アイファーマグオー 牡6栗 60 植野 貴也中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 508＋ 23：04．02	 67．8	
68 ジョーカーワイルド 牡3鹿 58 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 510－103：04．32 131．3

11 ロイヤルオペラ 牝3鹿 56 山本 康志 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 456± 03：05．04 16．4�
33 オースミベリル 牡4栗 60 熊沢 重文オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 478－ 4 〃 アタマ 34．6�
67 � マサノホウオウ 牡4黒鹿60 草野 太郎古賀 禎彦氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 498＋ 23：05．74 21．4�
811 デストリーライズ �6鹿 60 大江原 圭広尾レース 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 502＋ 13：12．5大差 92．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，727，800円 複勝： 17，006，900円 枠連： 8，384，200円
馬連： 24，475，400円 馬単： 14，871，800円 ワイド： 17，933，200円
3連複： 41，251，600円 3連単： 58，696，100円 計： 197，347，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 160円 � 120円 枠 連（5－5） 1，070円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 390円 �� 240円 �� 350円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 5，480円

票 数

単勝票数 計 147278 的中 � 44852（1番人気）
複勝票数 計 170069 的中 � 36729（2番人気）� 22807（4番人気）� 39659（1番人気）
枠連票数 計 83842 的中 （5－5） 6072（4番人気）
馬連票数 計 244754 的中 �� 16315（5番人気）
馬単票数 計 148718 的中 �� 6365（6番人気）
ワイド票数 計 179332 的中 �� 11018（6番人気）�� 20793（1番人気）�� 12684（4番人気）
3連複票数 計 412516 的中 ��� 32251（2番人気）
3連単票数 計 586961 的中 ��� 7763（13番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 51．0－3F 37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�メ リ オ ラ �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Cure the Blues デビュー 2016．9．11 阪神1着

2014．5．21生 牡4鹿 母 Stop Traffic 母母 Save My Soul 障害：6戦1勝 賞金 14，880，000円

3204211月11日 晴 良 （30福島3）第4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）

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 カ レ ン カ カ 牡4芦 57 三浦 皇成鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 496＋ 21：46．0 2．0�
713 オーケストラ 牡3鹿 55 戸崎 圭太原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B486＋ 8 〃 クビ 3．8�
11 ラ イ ナ ス 牡3栗 55 川須 栄彦橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 482＋ 61：46．42� 5．7�
46 � サンシャーロット 牝4栗 55 丸山 元気 �加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 438＋ 41：47．25 35．3�
712� ア リ ス カ ン 牡4黒鹿57 柴山 雄一髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 518－ 61：47．3� 15．6�
34 � ディスカバー 牡4鹿 57 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 478－ 4 〃 クビ 40．5	
610 レオステップアップ 牡3栗 55 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 490＋ 21：47．4クビ 67．5

47 クレスコブレイブ 牡4栗 57

55 △菊沢 一樹堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B510＋ 41：47．72 20．1�
23 イチネンプリンス 牡3黒鹿55 小牧 太国田 正忠氏 吉田 直弘 浦河 谷口牧場 454－ 41：47．8� 25．2�
22 ナイトスプライト 牝3栗 53 田中 健 社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 454－ 61：48．11� 81．3�
611 バレーノロッソ 牡3栗 55 菱田 裕二 社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 496＋ 6 〃 ハナ 39．8�
814 リアルモンテ 牡3鹿 55 吉田 隼人伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 472＋ 8 〃 クビ 43．0�
58 � ディーエスファニー 牡4鹿 57 丹内 祐次秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 448± 01：48．52� 133．4�
59 グローバルリーチ 牡3鹿 55

53 △藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 康之 新ひだか 服部 牧場 450－ 21：51．6大差 56．1�

35 レッドアルディ 牡3鹿 55 松岡 正海 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 500± 01：52．02� 60．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，322，500円 複勝： 34，573，900円 枠連： 11，495，500円
馬連： 38，618，800円 馬単： 21，617，100円 ワイド： 32，226，400円
3連複： 60，168，100円 3連単： 76，532，100円 計： 299，554，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（7－8） 340円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 200円 �� 210円 �� 430円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 2，440円

票 数

単勝票数 計 243225 的中 � 96326（1番人気）
複勝票数 計 345739 的中 � 126388（1番人気）� 53180（3番人気）� 53387（2番人気）
枠連票数 計 114955 的中 （7－8） 25887（1番人気）
馬連票数 計 386188 的中 �� 69007（1番人気）
馬単票数 計 216171 的中 �� 20022（2番人気）
ワイド票数 計 322264 的中 �� 45564（1番人気）�� 41000（2番人気）�� 15733（3番人気）
3連複票数 計 601681 的中 ��� 64042（1番人気）
3連単票数 計 765321 的中 ��� 22705（1番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．1―42．5―55．4―1：08．3―1：21．4―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ レ ン カ カ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．11．19 京都5着

2014．3．22生 牡4芦 母 スプリングチケット 母母 カズミハルコマ 15戦3勝 賞金 36，400，000円
〔制裁〕 クレスコブレイブ号の騎手菊沢一樹は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グローバルリーチ号・レッドアルディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

12月11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。
（非当選馬） 1頭 エバーパッション号



3204311月11日 晴 良 （30福島3）第4日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （芝・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
1：57．3
1：56．1

良
良

510 エバーミランダ 牝3鹿 53 吉田 隼人宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 428＋122：00．5 19．2�
12 パルクデラモール 牝3鹿 53 戸崎 圭太�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 2 〃 クビ 2．1�
713 サツキワルツ 牝3鹿 53 柴田 善臣小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 446－ 62：00．81� 22．7�
11 イタリアンホワイト 牝4芦 55 田辺 裕信 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 22：01．11� 3．3�
815� ラレッサングル 牝5鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 448－ 4 〃 クビ 24．8	
36 マ ナ ロ ー ラ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450± 02：01．31	 14．0

47 ラヴベローナ 牝3鹿 53 丸山 元気菅原 広隆氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 464－ 8 〃 アタマ 11．5�
714� サトノコメット 牝3黒鹿53 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 奥村 武 安平 ノーザンファーム 450＋ 12：01．4
 140．8�
611 ラ ン リ ー ナ 牝3芦 53

51 △藤田菜七子由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元道牧場 462－ 82：01．5
 55．1
612 レッドコルディス 牝4黒鹿55 �島 克駿 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 浦河 富田牧場 486－ 2 〃 ハナ 41．0�
24 ゴールデンフィジー 牝3鹿 53

52 ☆木幡 巧也吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 422－ 6 〃 アタマ 51．7�

35 センティフォリア 牝3黒鹿 53
50 ▲西村 淳也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 454＋ 8 〃 ハナ 22．2�
23 ショウナンサザナミ 牝4鹿 55 松山 弘平国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 B430＋102：01．6� 95．6�
816 エスペランサルル 牝6栗 55 小牧 太江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 436－ 62：01．81 72．4�
48 ガーランドワルツ 牝4鹿 55

54 ☆荻野 極 �シルクレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム B470＋ 82：01．9
 114．5�
59 ラブラブラブ 牝3鹿 53 松岡 正海嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 434－102：02．11
 25．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，672，100円 複勝： 34，191，700円 枠連： 12，267，700円
馬連： 44，814，600円 馬単： 22，352，400円 ワイド： 33，487，600円
3連複： 61，936，400円 3連単： 81，470，000円 計： 318，192，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 370円 � 120円 � 410円 枠 連（1－5） 670円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 5，720円

ワ イ ド �� 650円 �� 3，130円 �� 840円

3 連 複 ��� 6，930円 3 連 単 ��� 51，050円

票 数

単勝票数 計 276721 的中 � 11485（5番人気）
複勝票数 計 341917 的中 � 17711（7番人気）� 114589（1番人気）� 15291（8番人気）
枠連票数 計 122677 的中 （1－5） 14142（2番人気）
馬連票数 計 448146 的中 �� 21817（3番人気）
馬単票数 計 223524 的中 �� 2929（18番人気）
ワイド票数 計 334876 的中 �� 13799（3番人気）�� 2604（32番人気）�� 10407（7番人気）
3連複票数 計 619364 的中 ��� 6694（21番人気）
3連単票数 計 814700 的中 ��� 1157（146番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．6―48．0―1：00．6―1：13．0―1：25．0―1：37．2―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

エバーミランダ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mtoto デビュー 2018．1．21 中山7着

2015．5．11生 牝3鹿 母 シリアスアティテュード 母母 Zameyla 5戦2勝 賞金 15，800，000円

3204411月11日 晴 良 （30福島3）第4日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時35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

11 ブルレジーナ 牝3栗 54 田辺 裕信髙田 秀信氏 小崎 憲 日高 チャンピオン
ズファーム 440－101：09．7 15．6�

36 マイネルサイルーン 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 小野 秀治 454＋ 61：10．02 25．7�

24 シ ト リ カ 牝3鹿 54 柴山 雄一水上 行雄氏 牧浦 充徳 新冠 競優牧場 428＋ 6 〃 アタマ 30．9�
612 プルメリアブーケ 牝5栗 55

54 ☆荻野 極吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：10．21 75．3�
35 ダウンタウンキラリ 牝3栗 54 戸崎 圭太林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 454＋22 〃 クビ 3．3�
815 ス ノ ー マ ン 牡5鹿 57 黛 弘人永井 秀貴氏 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 498－ 2 〃 ハナ 13．6	
713� プロタゴニスト 牡7鹿 57

56 ☆井上 敏樹佐久間拓士氏 高橋 文雅 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418－101：10．4� 119．0


23 グリニッチヴィレジ 牝5黒鹿 55
54 ☆木幡 巧也 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 438± 0 〃 アタマ 4．2�

47 ジ ス モ ン ダ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 470＋ 4 〃 クビ 83．7
510� フ リ ッ カ 牝4栗 55

52 ▲西村 淳也門野 文典氏 柴田 政人 新ひだか フジワラフアーム 436－ 81：10．5� 211．0�
611� ソルオリーヴァ 牡4栗 57

55 △藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか マークリ牧場 486＋ 51：10．6クビ 15．4�

48 シャイニードライヴ 	4鹿 57 三浦 皇成小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 B450－ 21：10．81� 10．8�
816 プレイズラン 牝3栗 54 柴田 善臣岡村 善行氏 牧 光二 日高 天羽牧場 448－ 41：10．9クビ 14．1�
714 ブラディーリッパー 牝4鹿 55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 496－14 〃 クビ 32．4�
12 アドナルシー 牡5黒鹿57 松岡 正海�辻牧場 中舘 英二 浦河 辻 牧場 484－ 81：11．43 115．7�
59 ラ ノ カ ウ 牝3栗 54 丸山 元気畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 436＋241：12．03� 5．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，330，300円 複勝： 18，525，300円 枠連： 8，759，200円
馬連： 35，365，000円 馬単： 15，806，800円 ワイド： 24，293，900円
3連複： 52，247，100円 3連単： 66，113，700円 計： 237，441，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 520円 � 670円 � 810円 枠 連（1－3） 2，800円

馬 連 �� 14，470円 馬 単 �� 33，670円

ワ イ ド �� 3，650円 �� 6，080円 �� 5，800円

3 連 複 ��� 83，550円 3 連 単 ��� 406，200円

票 数

単勝票数 計 163303 的中 � 8358（8番人気）
複勝票数 計 185253 的中 � 9632（8番人気）� 7256（9番人気）� 5881（10番人気）
枠連票数 計 87592 的中 （1－3） 2424（13番人気）
馬連票数 計 353650 的中 �� 1894（44番人気）
馬単票数 計 158068 的中 �� 352（96番人気）
ワイド票数 計 242939 的中 �� 1728（40番人気）�� 1028（59番人気）�� 1079（57番人気）
3連複票数 計 522471 的中 ��� 469（204番人気）
3連単票数 計 661137 的中 ��� 118（994番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．9―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルレジーナ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 End Sweep デビュー 2018．3．24 阪神7着

2015．4．7生 牝3栗 母 リキオリンピア 母母 Opera Queen 8戦2勝 賞金 16，500，000円
〔発走状況〕 ブラディーリッパー号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 フリッカ号の騎手西村淳也は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・8番）

フリッカ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30，000円。（被害馬：16番）
〔調教再審査〕 ブラディーリッパー号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フナウタ号
（非抽選馬） 1頭 タキオンレイ号



3204511月11日 晴 良 （30福島3）第4日 第9競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳以上

発走14時05分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

612 トロピカルスパート 牝4栗 55
53 △藤田菜七子日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 494± 01：09．3 5．1�

713 モンサンフィエール 牡3栗 56 小牧 太山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 460－141：09．62 7．9�
11 ガーシュウィン 牡4鹿 57 中井 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 488－ 21：09．91� 7．5�
47 ウ メ タ ロ ウ 牡3黒鹿56 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 498＋12 〃 ハナ 29．5�
611 エイシンムー 牝4鹿 55

54 ☆荻野 極�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 504＋ 41：10．0クビ 10．6	
36 ジョリルミエール 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也後藤 英成氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 420＋ 6 〃 クビ 150．4

816	 ペイシャスナッチ 牝5鹿 55 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 490± 01：10．1クビ 11．7�
59 メイショウカギロイ 牡3鹿 56 三浦 皇成松本 好雄氏 中村 均 浦河 村下 明博 496＋10 〃 クビ 5．7�
510	 アドマイヤホルン 牝4栗 55 丸山 元気近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 390－ 61：10．2
 178．9
23 � セイウンスパイ 牡3栗 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 池上 昌和 米 James Millar &

Janice Millar 492＋ 2 〃 クビ 33．2�
35 	 アロースコルトン 牡5鹿 57 西田雄一郎吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 B474－ 41：10．3
 337．1�
48 マサノシーザー 牡5鹿 57 丹内 祐次猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 488＋ 21：10．4クビ 86．1�
815 ザベストエバー 牡4黒鹿57 田辺 裕信古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 460－ 41：10．5
 3．8�
714 アズールムーン 牝4栗 55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 536－ 21：10．6
 14．5�
24 ラ ヴ ノ ッ ト 牝3鹿 54 �島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 浦河 大北牧場 474－ 81：10．7� 85．5�
12 � クロースリーニット 牡4鹿 57 菱田 裕二飯田 正剛氏 田中 博康 米 Dr. Masa-

take Iida B548＋ 41：11．55 75．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，982，900円 複勝： 31，918，900円 枠連： 15，626，800円
馬連： 47，499，600円 馬単： 21，086，100円 ワイド： 34，538，700円
3連複： 68，574，600円 3連単： 84，486，200円 計： 327，713，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 290円 � 270円 枠 連（6－7） 960円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，840円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，060円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 8，930円 3 連 単 ��� 42，500円

票 数

単勝票数 計 239829 的中 � 37136（2番人気）
複勝票数 計 319189 的中 � 45029（2番人気）� 27524（5番人気）� 29650（4番人気）
枠連票数 計 156268 的中 （6－7） 12585（3番人気）
馬連票数 計 474996 的中 �� 21679（4番人気）
馬単票数 計 210861 的中 �� 4114（14番人気）
ワイド票数 計 345387 的中 �� 13776（5番人気）�� 8315（15番人気）�� 4152（26番人気）
3連複票数 計 685746 的中 ��� 5754（30番人気）
3連単票数 計 844862 的中 ��� 1441（155番人気）

ハロンタイム 9．6―10．8―11．1―12．4―12．5―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トロピカルスパート �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．6．12 東京10着

2014．4．17生 牝4栗 母 タヒチアンメモリ 母母 タヒチアンブリーズ 22戦3勝 賞金 31，570，000円
※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） 4頭 アクアリオ号・クリノアントニヌス号・メイショウドウドウ号・ライゴッド号
（非抽選馬） 1頭 マラビージャ号

3204611月11日 晴 良 （30福島3）第4日 第10競走 ��
��1，200�福島2歳ステークス

発走14時40分 （芝・右）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

福島馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．8

良
良

35 ジャカランダシティ 牡2青鹿55 荻野 極吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 444－ 21：10．5 15．8�
815 パイロテクニクス 牡2鹿 55 丸山 元気 �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 原口牧場 494＋ 4 〃 ハナ 4．0�
816 マイネルアルケミー 牡2栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 村下 清志 458＋ 2 〃 クビ 35．5�
714 ブリングイットオン 牝2鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 418－ 61：10．71	 120．8�
611 ファストアズエバー 牝2芦 54 畑端 省吾 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 452＋ 2 〃 ハナ 32．5	
713 スティルネス 牝2鹿 54 藤田菜七子 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 412－ 8 〃 アタマ 7．6

23 タガノジェロディ 牡2栗 55 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 462＋ 6 〃 ハナ 13．8�
48 ヴァルドワーズ 牝2栗 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 和田正一郎 洞
湖 レイクヴィラファーム 444＋ 61：10．8クビ 4．3�
36 エコロディアマンテ 牡2鹿 55 木幡 巧也原村 正紀氏 岩戸 孝樹 えりも 能登 浩 478＋ 8 〃 クビ 50．3
24 � ワールドウォッチ 牡2鹿 55 吉田 隼人青山 洋一氏 藤岡 健一 英 Chasemor

e Farm 496＋ 41：11．01	 6．6�
11 トーセンオパール 牝2芦 54 勝浦 正樹島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 398－ 6 〃 ハナ 13．4�
59 ファンシャン 牝2栃栗54 柴山 雄一�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＋ 21：11．1クビ 70．2�
12 ケイゴールド 牝2青鹿54 丸田 恭介友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 474－ 21：11．52� 173．9�
47 クロムウェル 牡2栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 422－ 4 〃 クビ 214．3�
510 テンモントム 牡2鹿 55 三浦 皇成 �スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 B444＋ 61：13．09 86．8�
612 ハナブショウ 牝2鹿 54 田辺 裕信河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 446＋181：13．31 10．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，430，900円 複勝： 49，823，400円 枠連： 20，038，500円
馬連： 75，611，100円 馬単： 33，444，300円 ワイド： 53，602，800円
3連複： 117，419，800円 3連単： 142，945，900円 計： 531，316，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 370円 � 170円 � 710円 枠 連（3－8） 2，330円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 7，560円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 4，780円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 26，150円 3 連 単 ��� 127，470円

票 数

単勝票数 計 384309 的中 � 20501（8番人気）
複勝票数 計 498234 的中 � 32126（7番人気）� 98645（1番人気）� 14786（10番人気）
枠連票数 計 200385 的中 （3－8） 6639（14番人気）
馬連票数 計 756111 的中 �� 19314（13番人気）
馬単票数 計 334443 的中 �� 3314（30番人気）
ワイド票数 計 536028 的中 �� 13031（12番人気）�� 2820（53番人気）�� 6310（26番人気）
3連複票数 計1174198 的中 ��� 3367（89番人気）
3連単票数 計1429459 的中 ��� 813（424番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．1―12．2―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．0―46．2―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャカランダシティ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．6．23 阪神1着

2016．5．15生 牡2青鹿 母 クラヴェジーナ 母母 ムーンライトダンス 4戦2勝 賞金 25，164，000円
〔制裁〕 ファストアズエバー号の騎手畑端省吾は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9

番・3番）
パイロテクニクス号の騎手丸山元気は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番）

※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 タイドオブハピネス号・ロードワンダー号



3204711月11日 晴 良 （30福島3）第4日 第11競走
第54回農林水産省賞典

��
��2，000�福 島 記 念（ＧⅢ）

発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，29．11．11以降30．11．4まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞・福島県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

12 スティッフェリオ 牡4鹿 55 丸山 元気 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 440－ 21：58．3 4．5�
36 マイスタイル 牡4鹿 55 田中 勝春寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 460＋ 61：58．51� 4．7�
11 エアアンセム 牡7黒鹿57 田辺 裕信 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 496± 0 〃 クビ 3．6�
47 ナイトオブナイツ 牡5栗 56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 456＋ 41：59．13� 18．6�
510 ルミナスウォリアー 牡7鹿 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 480－16 〃 クビ 50．3	
59 トーセンビクトリー 牝6鹿 55 三浦 皇成島川 
哉氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 470± 01：59．2クビ 45．9�
612 マルターズアポジー 牡6鹿 57．5 戸崎 圭太藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 528± 01：59．3� 8．4�
611 マイネルハニー 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 476＋ 4 〃 アタマ 21．7
815 マイネルフロスト 牡7芦 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 B492＋ 21：59．4� 48．6�
48 マイネルミラノ 牡8栗 56 木幡 巧也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 6 〃 クビ 158．7�
35 レトロロック 牡6鹿 55 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 中竹 和也 日高 日高大洋牧場 478－ 81：59．5� 11．0�
714 メドウラーク 牡7鹿 56 丸田 恭介吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 490－ 81：59．81	 25．0�
24 ツクバアズマオー 牡7鹿 56 柴田 善臣荻原 昭二氏 根本 康広 安平 ノーザンファーム 476± 02：00．01� 234．9�
816 マサハヤドリーム 牡6鹿 55 勝浦 正樹中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 456± 02：00．1� 18．2�
23 キンショーユキヒメ 牝5芦 54 
島 克駿礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 512＋ 4 〃 クビ 19．9�
713 トミケンスラーヴァ 牡8鹿 54 藤田菜七子冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 508＋ 82：00．2クビ 59．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 95，547，100円 複勝： 117，985，300円 枠連： 78，215，100円
馬連： 354，586，900円 馬単： 125，869，800円 ワイド： 182，478，100円
3連複： 609，759，500円 3連単： 726，453，800円 計： 2，290，895，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 170円 � 140円 枠 連（1－3） 430円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 460円 �� 310円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 7，540円

票 数

単勝票数 計 955471 的中 � 168947（2番人気）
複勝票数 計1179853 的中 � 212845（2番人気）� 157446（3番人気）� 237845（1番人気）
枠連票数 計 782151 的中 （1－3） 139753（1番人気）
馬連票数 計3545869 的中 �� 241465（3番人気）
馬単票数 計1258698 的中 �� 41945（6番人気）
ワイド票数 計1824781 的中 �� 96553（3番人気）�� 158371（1番人気）�� 107135（2番人気）
3連複票数 計6097595 的中 ��� 318995（1番人気）
3連単票数 計7264538 的中 ��� 69830（6番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．2―11．7―11．5―12．0―12．1―12．3―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―34．4―46．1―57．6―1：09．6―1：21．7―1：34．0―1：46．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スティッフェリオ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Mtoto デビュー 2016．9．18 阪神2着

2014．2．17生 牡4鹿 母 シリアスアティテュード 母母 Zameyla 19戦6勝 賞金 144，001，000円
※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。
（非抽選馬） 6頭 クリノサンスーシ号・ケントオー号・サーブルオール号・ショウナンバッハ号・スズカディープ号・

ドレッドノータス号

3204811月11日 晴 良 （30福島3）第4日 第12競走
ウインズ新白河開設20周年記念

��1，800�
に し ご う

西 郷 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
西郷村長賞（1着）

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 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

714 ダノングレース 牝3鹿 53 三浦 皇成�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 420－ 41：48．7 4．8�
47 スズカテイオー 牡3鹿 55 �島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 494－ 41：49．02 4．0�
11 スワーヴノートン 牡4鹿 57 戸崎 圭太�NICKS 田中 博康 日高 下河辺牧場 472± 01：49．21� 3．1�
36 � シンボリブーケ 牝4鹿 55 菊沢 一樹岡田 壮史氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 476－ 81：49．3	 44．1�
815 イ ル ル ー メ 牡3黒鹿55 丸田 恭介西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド 486＋ 41：49．51� 46．7�
59 � ホウオウジャンプ 牡4鹿 57 田辺 裕信小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 508＋ 6 〃 アタマ 32．7	
24 ウインオルビット 牡3鹿 55 松岡 正海�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 492－ 21：49．6
 91．8

48 トーセンクリーガー 牡3栗 55 柴田 善臣島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 476＋ 4 〃 アタマ 22．8�
611 オルトルート 牝3栗 53 丸山 元気村野 康司氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 452－ 21：49．7	 6．8
612 モ レ ッ キ 牡4黒鹿57 荻野 極 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：49．91� 10．4�
23 ジッパーレーン 牝4青鹿55 丹内 祐次�G1レーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 ハナ 115．5�
35 クラウンマグマ �5黒鹿57 木幡 巧也矢野 恭裕氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 460－ 61：50．0	 328．0�
12 � ラッキーアドバンス 牡4芦 57 柴山 雄一柳内 正基氏 勢司 和浩 新ひだか グランド牧場 486－ 41：50．1クビ 13．2�
816 ブリシンガメン 牝4栗 55 吉田 隼人吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 448－ 21：50．42 197．9�
713 クレバーバード �3青 55 城戸 義政 �サンデーレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B476± 0 〃 ハナ 124．6�
510 デルマアブサン 牡3鹿 55 藤田菜七子浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 アタマ 79．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，139，800円 複勝： 46，409，900円 枠連： 23，733，700円
馬連： 83，344，400円 馬単： 34，670，900円 ワイド： 52，124，600円
3連複： 118，363，600円 3連単： 158，128，800円 計： 556，915，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 140円 � 140円 枠 連（4－7） 900円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 400円 �� 370円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 8，640円

票 数

単勝票数 計 401398 的中 � 66375（3番人気）
複勝票数 計 464099 的中 � 66289（3番人気）� 88703（1番人気）� 87470（2番人気）
枠連票数 計 237337 的中 （4－7） 20429（5番人気）
馬連票数 計 833444 的中 �� 60793（2番人気）
馬単票数 計 346709 的中 �� 10988（7番人気）
ワイド票数 計 521246 的中 �� 32422（3番人気）�� 34954（2番人気）�� 47749（1番人気）
3連複票数 計1183636 的中 ��� 62876（1番人気）
3連単票数 計1581288 的中 ��� 13260（12番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．1―12．3―12．6―12．2―12．5―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―35．6―47．9―1：00．5―1：12．7―1：25．2―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．0
1
3
・（8，13）4（6，10）1（3，16）（2，12，14）5－7－9，11，15・（8，13）（4，6）（3，10）（1，16）2，14，12，5（15，9，7）－11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノングレース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Oratorio デビュー 2017．8．19 札幌1着

2015．1．6生 牝3鹿 母 チェリーコレクト 母母 Holy Moon 7戦2勝 賞金 25，796，000円
※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 メイショウテンシャ号・モートゥス号
（非抽選馬） 2頭 クリュティエ号・ブライティアシップ号

３レース目



（30福島3）第4日 11月11日（日曜日） 晴 馬場 （芝A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

252，460，000円
1，300，000円
14，320，000円
2，010，000円
30，040，000円
77，009，500円
6，459，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
359，014，100円
477，796，100円
218，240，900円
836，870，400円
357，662，100円
533，993，300円
1，334，754，500円
1，653，284，700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 5，771，616，100円

総入場人員 16，678名 （有料入場人員 14，026名）
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