
3206111月18日 晴 良 （30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

22 グレートバニヤン 牡2鹿 55
54 ☆川又 賢治 �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 522＋ 41：48．0 2．0�

611 マンボカリエンテ �2栗 55 津村 明秀橋元 勇氣氏 田中 博康 浦河 笠松牧場 486＋ 6 〃 クビ 7．3�
23 コンスタンティナ 牝2鹿 54 勝浦 正樹山本三津子氏 中野 栄治 新ひだか 田上 徹 484－ 61：48．42� 33．4�
814 ロードリバーサル 牡2鹿 55

53 △富田 暁 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 492＋101：48．61	 26．3�
47 ベルキューズ 牝2栗 54 黛 弘人 �ローレルレーシング 武井 亮 新冠 村田牧場 B492＋ 21：48．7クビ 16．3	
815 プレイングラン 牡2栗 55

54 ☆木幡 初也スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 470± 0 〃 ハナ 22．4

35 ミラクルチューン 牝2黒鹿54 川須 栄彦ロイヤルパーク 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 464± 01：49．01
 36．2�
11 エレガントエルフ 牡2鹿 55 伴 啓太早川 経一氏 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 21：49．1� 156．6�
58 スターオブオナー 牡2栗 55 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 472＋10 〃 クビ 6．3
34 トーセンバーボン 牡2鹿 55

53 △横山 武史島川 �哉氏 柴田 政人 新ひだか 澤田 嘉隆 450－ 21：49．2クビ 29．8�
59 アイトマコト 牝2芦 54 �島 克駿前田 葉子氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 61：50．26 28．4�
610 サウスグラストップ 牡2栗 55 吉田 隼人南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 494＋141：50．3� 77．3�
712 ヒ イ ナ ヅ キ 牝2栗 54

53 ☆荻野 極 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 466± 01：50．4� 10．6�

713 ファイナルマズル 牡2鹿 55
54 ☆木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 21：50．5
 50．3�
46 ビューティスマイル 牝2鹿 54 丸田 恭介飯田 正剛氏 田中 博康 新ひだか 千代田牧場 482± 01：50．71	 205．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，638，900円 複勝： 31，769，800円 枠連： 9，880，400円
馬連： 40，868，500円 馬単： 19，456，900円 ワイド： 31，564，900円
3連複： 67，470，300円 3連単： 73，096，000円 計： 294，745，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 210円 � 550円 枠 連（2－6） 760円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 440円 �� 950円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 6，460円 3 連 単 ��� 20，570円

票 数

単勝票数 計 206389 的中 � 83800（1番人気）
複勝票数 計 317698 的中 � 116473（1番人気）� 32014（3番人気）� 8989（9番人気）
枠連票数 計 98804 的中 （2－6） 10037（3番人気）
馬連票数 計 408685 的中 �� 33685（3番人気）
馬単票数 計 194569 的中 �� 10828（3番人気）
ワイド票数 計 315649 的中 �� 20201（3番人気）�� 8376（9番人気）�� 2530（34番人気）
3連複票数 計 674703 的中 ��� 7833（22番人気）
3連単票数 計 730960 的中 ��� 2576（50番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．6―12．8―13．5―13．1―13．1―13．0―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．5―42．3―55．8―1：08．9―1：22．0―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．1
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グレートバニヤン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2018．6．3 阪神5着

2016．3．11生 牡2鹿 母 フェアリーバニヤン 母母 キャタラクト 4戦1勝 賞金 8，300，000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。
（非抽選馬） 2頭 シルヴァーイーグル号・ダンツコーラル号

3206211月18日 晴 良 （30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

23 ファイトアローン 牡3栗 55 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 532－ 82：35．4 22．1�
48 アメイジングセンス 牡3鹿 55 �島 克駿�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ B508＋222：35．61	 3．7�
816 トモジャタイクーン 牡3鹿 55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 500＋ 22：35．7	 7．7�
815 ゲームチェンジャー 牡3栗 55

54 ☆木幡 巧也�明栄商事 小西 一男 新冠 樋渡 志尚 506＋ 42：36．12	 33．9�
35 アドラメレク 牡4黒鹿 57

56 ☆川又 賢治�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 22：36．42 2．8�

713 ハギノセゾン 牝7青鹿 55
53 △富田 暁安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 492－ 22：36．61
 82．2	

714 カイトチャン 牡3黒鹿55 中井 裕二本田 恒雄氏 武市 康男 日高 滝本 健二 468＋ 22：36．81 118．0

612 シップーコウライ 牡6栗 57 小崎 綾也�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 486－ 2 〃 クビ 8．6�
611 ワ イ ズ ワ ン 牡3鹿 55 太宰 啓介林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 B486－122：37．01 29．6�
59 キョウワスピネル 牡3栗 55 丸田 恭介協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 488＋ 42：37．42	 93．0�
24 � トモジャプリマ 牝4黒鹿 55

53 △横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 452＋ 42：37．82	 11．3�
12 ジューンアンカー 牡4栗 57 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 B464－102：37．9 34．7�
510 スマートガイア �6鹿 57 丹内 祐次大川 徹氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム B470＋ 42：38．53	 23．9�
11 アナザーサイレンス 牡3鹿 55 西田雄一郎岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド B462± 0 〃 クビ 264．5�
36 ゴールデンタッチ 牡3黒鹿55 国分 優作ゴドルフィン 矢作 芳人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B516－ 82：38．71 37．3�
47 イザベルローズ 牝3栗 53 丸山 元気林 正道氏 栗田 徹 新ひだか 米田牧場 448＋122：40．5大差 19．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，962，000円 複勝： 22，237，200円 枠連： 8，879，900円
馬連： 30，611，600円 馬単： 14，154，400円 ワイド： 23，619，200円
3連複： 44，850，100円 3連単： 50，151，600円 計： 211，466，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 400円 � 160円 � 210円 枠 連（2－4） 890円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 8，140円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，530円 �� 640円

3 連 複 ��� 5，470円 3 連 単 ��� 52，310円

票 数

単勝票数 計 169620 的中 � 6133（7番人気）
複勝票数 計 222372 的中 � 11408（6番人気）� 44226（2番人気）� 26989（3番人気）
枠連票数 計 88799 的中 （2－4） 7690（2番人気）
馬連票数 計 306116 的中 �� 8105（9番人気）
馬単票数 計 141544 的中 �� 1303（25番人気）
ワイド票数 計 236192 的中 �� 5520（10番人気）�� 3840（18番人気）�� 9905（4番人気）
3連複票数 計 448501 的中 ��� 6140（15番人気）
3連単票数 計 501516 的中 ��� 695（148番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．5―37．7―50．6―1：03．3―1：16．4―1：30．3―1：43．8―1：56．9―2：10．0―2：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F51．6―3F38．5
1
�

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

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

ファイトアローン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Indian Ridge デビュー 2017．10．15 東京7着

2015．4．25生 牡3栗 母 バルドネキア 母母 Rosa de Caerleon 11戦1勝 賞金 13，250，000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６日



3206311月18日 晴 良 （30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

47 テンノサクラコ 牝5黒鹿55 丸田 恭介天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 492＋ 61：46．7 6．6�
713 トラストマヴィア 牝5黒鹿55 藤懸 貴志菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 490＋ 21：47．12� 60．7�
11 ピンキージョーンズ 牝4栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 448± 0 〃 ハナ 14．3�
22 プロネルクール 牝3鹿 53

51 △富田 暁�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 482＋ 21：47．2� 4．3�
46 アルセナーレ 牝5鹿 55 津村 明秀 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 520－ 2 〃 クビ 8．5	
59 ローズベリル 牝3黒鹿 53

52 ☆川又 賢治 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B494＋ 41：47．3クビ 4．8

712 ブルベアクワイ 牝3鹿 53

51 △菊沢 一樹 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458－ 2 〃 ハナ 22．5�
815� チビノヴァルタン 牝5鹿 55

53 △横山 武史梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B450± 01：47．4� 7．3�
611 アスターストーリー 牝4鹿 55

54 ☆荻野 極加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 452－ 21：47．93 6．3
814 デイジーフローラ 牝5鹿 55 	島 克駿松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 506＋ 41：48．11
 13．6�
35 ノーブルカリス 牝3鹿 53

52 ☆木幡 巧也吉木 伸彦氏 菊川 正達 新ひだか 田中 裕之 458－ 41：48．2� 89．3�
23 エバーパッション 牝5青鹿55 勝浦 正樹宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 ハナ 100．5�
610 ミコジェンヌ 牝3栗 53

52 ☆木幡 初也古賀 慎一氏 谷原 義明 浦河 松栄牧場 450＋ 4 〃 クビ 278．3�
34 カ レ ン 牝4栗 55 西田雄一郎�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 藤沢牧場 484＋ 61：49．37 84．7�
58 ムーランナヴァン 牝3鹿 53 杉原 誠人 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 446＋121：49．72� 77．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，286，400円 複勝： 31，341，600円 枠連： 9，554，600円
馬連： 33，351，400円 馬単： 17，122，800円 ワイド： 27，578，800円
3連複： 52，494，700円 3連単： 60，534，200円 計： 252，264，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 210円 � 1，230円 � 360円 枠 連（4－7） 2，710円

馬 連 �� 13，390円 馬 単 �� 25，180円

ワ イ ド �� 4，630円 �� 1，400円 �� 11，030円

3 連 複 ��� 55，920円 3 連 単 ��� 466，880円

票 数

単勝票数 計 202864 的中 � 24499（4番人気）
複勝票数 計 313416 的中 � 46389（2番人気）� 5529（10番人気）� 22696（8番人気）
枠連票数 計 95546 的中 （4－7） 2730（12番人気）
馬連票数 計 333514 的中 �� 1929（38番人気）
馬単票数 計 171228 的中 �� 510（80番人気）
ワイド票数 計 275788 的中 �� 1520（37番人気）�� 5223（23番人気）�� 633（65番人気）
3連複票数 計 524947 的中 ��� 704（126番人気）
3連単票数 計 605342 的中 ��� 94（925番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．2―12．6―12．5―12．5―12．7―12．9―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．6―43．2―55．7―1：08．2―1：20．9―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テンノサクラコ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Gone West デビュー 2015．9．27 中山5着

2013．5．3生 牝5黒鹿 母 ボーイントンキャニオン 母母 Hometown Queen 23戦2勝 賞金 22，025，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アオイテソーロ号・ジョリガーニャント号

3206411月18日 晴 良 （30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

814 スマートカルロス 牡6鹿 60 難波 剛健大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 474－ 63：01．5 10．5�
45 リリーシューター 牡5鹿 60 森 一馬土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 498＋ 23：01．71� 14．8�
34 ムーンクレスト 牡6鹿 60 平沢 健治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 472＋ 23：01．8� 1．9�
58 ワンスインアライフ 牡5鹿 60 北沢 伸也前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 468± 03：02．01� 6．7�
610 ウ ル ラ ー レ 牡4栗 60 石神 深一�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 23：02．53 4．1�
69 ダ イ フ ク 牡5黒鹿60 草野 太郎小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 478＋ 63：02．71� 26．5	
712 ゴ ー ド ン �4黒鹿60 田村 太雅 �カナヤマホール

ディングス 沖 芳夫 浦河 中島牧場 486－ 23：02．8� 105．6

22 シュンクルーズ 牡6黒鹿60 高野 和馬村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 454－ 63：04．7大差 73．1�
33 スリージェット 牡5栗 60 五十嵐雄祐永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488＋ 83：04．8� 13．5�
813 シゲルアミメキリン 牡4芦 60 中村 将之森中 蕃氏 杉山 晴紀 小清水 千島北斗牧場 474＋ 43：05．75 58．3
711	 レオクイック 牡6鹿 60 蓑島 靖典坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 田中スタッド B470＋ 23：06．02 262．6�
57 マサノメーテル 牝3鹿 56 大江原 圭猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 458－123：06．42� 158．5�
46 ボ ン テ ン 牡3鹿 58 大庭 和弥田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 荻伏三好フ

アーム 446＋ 43：06．71� 158．7�
11 ブルベアダイズ �3鹿 58 小野寺祐太 �ブルアンドベア 浅野洋一郎 浦河 高岸 順一 492－ 83：11．9大差 182．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，299，400円 複勝： 34，099，600円 枠連： 8，227，400円
馬連： 23，520，500円 馬単： 16，642，400円 ワイド： 18，556，000円
3連複： 38，181，200円 3連単： 67，357，500円 計： 221，884，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 230円 � 270円 � 110円 枠 連（4－8） 3，660円

馬 連 �� 5，480円 馬 単 �� 15，070円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 360円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 42，870円

票 数

単勝票数 計 152994 的中 � 11618（4番人気）
複勝票数 計 340996 的中 � 15735（4番人気）� 12920（5番人気）� 219034（1番人気）
枠連票数 計 82274 的中 （4－8） 1741（11番人気）
馬連票数 計 235205 的中 �� 3322（15番人気）
馬単票数 計 166424 的中 �� 828（34番人気）
ワイド票数 計 185560 的中 �� 3369（14番人気）�� 14312（3番人気）�� 11077（4番人気）
3連複票数 計 381812 的中 ��� 12207（7番人気）
3連単票数 計 673575 的中 ��� 1139（108番人気）
上り 1マイル 1：44．7 4F 51．0－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートカルロス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．11．29 京都1着

2012．5．18生 牡6鹿 母 シュガーキャンディ 母母 ダイナシユガー 障害：5戦1勝 賞金 11，780，000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。
（非抽選馬） 2頭 インペリオーソ号・ナムラスパルタクス号



3206511月18日 晴 良 （30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

34 スズカホワイト �4芦 60 森 一馬永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 498－ 43：02．0 4．6�
58 � ホシルミエール �5鹿 60 白浜 雄造永井 孝明氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 466－ 2 〃 クビ 4．8�
46 � ヤマカツリーダー �5黒鹿60 北沢 伸也山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 43：03．48 4．5�
610 ヤマニンマンドール 牡6黒鹿60 難波 剛健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 450± 0 〃 クビ 4．1�
69 デカルコマニー 牡3鹿 58 草野 太郎松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 456－ 23：04．35 11．4�
11 ウインカートゥーン 牡5黒鹿60 平沢 健治�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 498－ 23：06．8大差 8．9	
33 アンヴェイルド 牡7鹿 60 浜野谷憲尚窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 504－ 43：07．12 29．8

712 エ イ ム �5青鹿60 金子 光希ライオンレースホース� 根本 康広 日高 モリナガファーム 452－ 43：08．69 135．6�
57 ロジャージーニアス �3鹿 58 石神 深一武田 修氏 武井 亮 むかわ 上水牧場 454＋ 23：09．98 24．8�
813 シゲルニンジン 牡3黒鹿58 山本 康志森中 蕃氏 和田 勇介 日高 スウィング

フィールド牧場 456＋ 93：10．43 67．5
711 セイユウガッツ 牡3栗 58 高野 和馬松岡 正二氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 470± 03：12．010 157．9�
814� サンレイレッカー 牡7栗 60 熊沢 重文永井 啓弍氏 森田 直行 新ひだか 岡野牧場 510－103：14．0大差 27．3�
45 ド ラ ム 牡3鹿 58 五十嵐雄祐 H.H．シェイク・ハムダン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 23：20．0大差 78．4�
22 �� ビジューブランシュ 牝4芦 58 小野寺祐太広尾レース� 伊藤 正徳 米 Dapple

Bloodstock 458－223：23．1大差 71．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 14，632，300円 複勝： 19，039，500円 枠連： 8，444，700円
馬連： 26，765，600円 馬単： 15，408，900円 ワイド： 19，574，800円
3連複： 43，768，100円 3連単： 60，404，100円 計： 208，038，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 160円 � 150円 枠 連（3－5） 750円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 410円 �� 540円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 8，450円

票 数

単勝票数 計 146323 的中 � 25393（3番人気）
複勝票数 計 190395 的中 � 25550（4番人気）� 30861（3番人気）� 33638（2番人気）
枠連票数 計 84447 的中 （3－5） 8673（3番人気）
馬連票数 計 267656 的中 �� 19055（4番人気）
馬単票数 計 154089 的中 �� 5493（8番人気）
ワイド票数 計 195748 的中 �� 12484（4番人気）�� 9080（6番人気）�� 11230（5番人気）
3連複票数 計 437681 的中 ��� 20848（4番人気）
3連単票数 計 604041 的中 ��� 5180（22番人気）
上り 1マイル 1：42．6 4F 49．2－3F 36．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカホワイト �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．2．12 京都8着

2014．3．4生 �4芦 母 ホワイトクルーザー 母母 ホワイトカーニバル 障害：4戦1勝 賞金 10，900，000円
〔制裁〕 スズカホワイト号の騎手森一馬は，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。

ホシルミエール号の騎手白浜雄造は，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。
〔その他〕 サンレイレッカー号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サンレイレッカー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年1月18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 トウカイシーカー号・ルグランパントル号・ローレルヴィクター号

3206611月18日 晴 良 （30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 フュージョンロック 牡4栗 57
56 ☆井上 敏樹金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 496＋121：46．2 3．0�
814 メモリーコバルト 牝3栗 53

52 ☆荻野 極�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 浦河 成隆牧場 458± 01：46．83� 17．0�
815 オ ル ノ ス 牝5芦 55

52 ▲西村 淳也武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 456± 01：46．9� 14．0�
46 リョウランヒーロー 牡4黒鹿 57

55 △横山 武史佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 482－ 2 〃 ハナ 9．2�
58 � ジ ェ ミ ニ ズ 牡4栗 57

55 △菊沢 一樹ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 508－ 21：47．0� 20．2�
34 マースゴールド 牡3栗 55

53 △富田 暁キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 444－16 〃 アタマ 24．8	
59 マッカートニー 牡5栗 57

56 ☆義 英真薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 484± 01：47．1� 3．8

611� メイショウタカトラ 牡4黒鹿57 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 494－ 21：47．31� 10．3�
23 フ ク キ タ ル 牝3黒鹿 53

52 ☆木幡 巧也佐藤 範夫氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム B444－ 41：47．51� 7．6�
22 ヴェルトゥアル 牡3鹿 55 伴 啓太 シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 4 〃 クビ 84．2�
11 メイショウバンカラ 牡4鹿 57

56 ☆木幡 初也松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 518＋ 41：47．71� 52．8�
610 デ イ ズ 牡4黒鹿57 長岡 禎仁池袋レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 528＋ 81：47．91� 73．9�
712� レーヌミラクル 牝5鹿 55

54 ☆川又 賢治酒井 喜生氏 久保田貴士 日高 千葉飯田牧場 486± 0 〃 ハナ 18．8�
35 フジノシャイン 牝3鹿 53 原田 和真遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 472－ 21：48．32� 156．4�
47 アトムアストレア 牝3鹿 53

51 △森 裕太朗永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 460－ 81：48．72� 165．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，520，800円 複勝： 33，152，600円 枠連： 11，823，000円
馬連： 41，610，600円 馬単： 22，037，000円 ワイド： 34，342，700円
3連複： 64，371，300円 3連単： 75，733，500円 計： 303，591，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 490円 � 340円 枠 連（7－8） 1，010円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 980円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 9，910円 3 連 単 ��� 35，030円

票 数

単勝票数 計 205208 的中 � 52959（1番人気）
複勝票数 計 331526 的中 � 64263（2番人気）� 14585（9番人気）� 23389（6番人気）
枠連票数 計 118230 的中 （7－8） 9044（3番人気）
馬連票数 計 416106 的中 �� 12483（10番人気）
馬単票数 計 220370 的中 �� 4084（15番人気）
ワイド票数 計 343427 的中 �� 7777（14番人気）�� 9160（9番人気）�� 3559（31番人気）
3連複票数 計 643713 的中 ��� 4869（36番人気）
3連単票数 計 757335 的中 ��� 1567（103番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．1―43．1―56．1―1：08．7―1：20．9―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．5
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フュージョンロック �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Kornado デビュー 2016．6．12 東京3着

2014．2．2生 牡4栗 母 シ ャ ピ ー ラ 母母 Semplice 13戦2勝 賞金 34，800，000円
※ヴェルトゥアル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3206711月18日 晴 良 （30福島3）第6日 第7競走 ��1，150�サラブレッド系3歳以上
発走13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

816 タイセイシュラーク 牡3黒鹿 56
54 △富田 暁田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 柏木 一則 484± 01：09．0 9．1�

48 エイスノート 牝3黒鹿54 津村 明秀 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム B470－ 2 〃 アタマ 3．2�
612 ミヤギウイング 牝3鹿 54 勝浦 正樹菅原富美子氏 田村 康仁 浦河 宮内牧場 492± 0 〃 クビ 4．6�
714 スナークライデン 牡4芦 57 中井 裕二杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 490± 01：09．21 13．4�
815 マリノディアナ 牝3青鹿54 吉田 隼人和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 438＋ 21：09．52 7．8�
47 デルマオフクロサン 牝4黒鹿 55

53 △菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 436＋ 41：09．71� 23．2	
11 レーヌダンス 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 初也酒井 喜生氏 矢野 英一 新ひだか 小河 豊水 460＋ 41：09．8クビ 5．9

23 ライクアジャーニー 牝3鹿 54 小崎 綾也大塚 亮一氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 468＋14 〃 クビ 18．8�
611 エレスチャル 牝3鹿 54 丸田 恭介ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 442± 0 〃 アタマ 59．9�
24 タイセイラビッシュ 牡6鹿 57 黛 弘人田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 482－ 61：10．01� 21．7
59 ルタンメルヴェイユ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 下屋敷牧場 466－161：10．31� 71．3�
35 マ ッ セ ル 牡4鹿 57 	島 克駿�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 2 〃 ハナ 107．5�
12 
 アイファーショコラ 牝4栗 55 国分 優作中島 稔氏 作田 誠二 新ひだか 野表 篤夫 426＋ 61：10．4� 422．5�
36 エナジーピエトラ 牝3栗 54 中村 将之 �キャピタル・システム 松下 武士 浦河 宮内牧場 450＋ 41：10．71� 38．9�
713
 タニマサベーカ 牡3鹿 56 丹内 祐次谷 研司氏 大和田 成 新冠 堤 牧場 446－ 41：10．9� 301．9�
510 ヤマカツサファイヤ 牝5青鹿55 丸山 元気山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 518－ 21：11．75 31．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，078，800円 複勝： 33，173，800円 枠連： 12，881，800円
馬連： 41，078，800円 馬単： 19，864，600円 ワイド： 33，672，800円
3連複： 62，294，200円 3連単： 72，273，900円 計： 297，318，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 230円 � 130円 � 160円 枠 連（4－8） 530円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 490円 �� 670円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 12，770円

票 数

単勝票数 計 220788 的中 � 19307（5番人気）
複勝票数 計 331738 的中 � 28664（5番人気）� 83628（1番人気）� 54435（2番人気）
枠連票数 計 128818 的中 （4－8） 18542（1番人気）
馬連票数 計 410788 的中 �� 27462（3番人気）
馬単票数 計 198646 的中 �� 5139（7番人気）
ワイド票数 計 336728 的中 �� 17760（4番人気）�� 12358（5番人気）�� 21950（2番人気）
3連複票数 計 622942 的中 ��� 27046（1番人気）
3連単票数 計 722739 的中 ��� 4102（17番人気）

ハロンタイム 9．5―10．6―11．0―12．1―12．5―13．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．1―31．1―43．2―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイシュラーク �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．2．25 中山1着

2015．4．30生 牡3黒鹿 母 パ シ テ ィ ア 母母 ソルティーレディー 7戦2勝 賞金 17，300，000円

3206811月18日 晴 良 （30福島3）第6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

714 ロードラズライト �3青鹿56 �島 克駿 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 438－ 21：08．9 9．3�
11 サレンティーナ 牡4栗 57 津村 明秀 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 41：09．11� 7．5�
815 ハトマークワルツ 牝4栗 55 藤懸 貴志山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 426－ 41：09．2クビ 24．3�
24 トーホウガーベラ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也東豊物産� 南井 克巳 浦河 栄進牧場 438－ 8 〃 クビ 187．2�
816	 チタンクレバー 牝5青鹿55 勝浦 正樹鈴木 康弘氏 古賀 史生 新冠 村上 欽哉 436＋ 21：09．3クビ 30．5	
510 メジェールスー 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 466＋ 6 〃 クビ 2．3

47 シエルブラン 牝4栗 55

54 ☆木幡 巧也金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 454± 01：09．51
 6．7�
12 ブラウハーツ 牡3鹿 56 国分 優作金山 敏也氏 鈴木 孝志 浦河 栄進牧場 438± 0 〃 クビ 312．6�
35 ジャスティンラヴ 牝4黒鹿55 川須 栄彦ニッシンレーシング 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 400－ 61：09．6クビ 44．1
23 リリカルドリーム 牝3黒鹿54 丸山 元気水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 436＋ 41：09．81 5．6�
59 	 サンマルスイート 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 初也相馬 勇氏 中野 栄治 日高 三城牧場 462－ 4 〃 ハナ 31．9�
611 ミルトドリーム 牡4鹿 57

56 ☆川又 賢治永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 526＋ 21：10．01
 54．1�
612 リーガルリリー 牝3栗 54

52 △森 裕太朗大宮 豊美氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 464＋ 31：10．1� 63．8�
36 	 アーツレイジング 牝3黒鹿54 小崎 綾也三浦 勝仁氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 478－13 〃 クビ 92．8�
713 タガノフレイア 牝4鹿 55 吉田 隼人八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426＋ 81：10．52� 14．9�
48 トミケンカリム 牡4栗 57 黛 弘人冨樫 賢二氏 小西 一男 浦河 信岡牧場 468＋121：11．13� 176．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，968，400円 複勝： 27，002，200円 枠連： 11，542，800円
馬連： 37，689，700円 馬単： 20，040，900円 ワイド： 29，082，400円
3連複： 53，373，700円 3連単： 69，944，400円 計： 268，644，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 310円 � 290円 � 530円 枠 連（1－7） 2，410円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 6，980円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 2，520円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 23，350円 3 連 単 ��� 112，680円

票 数

単勝票数 計 199684 的中 � 17165（5番人気）
複勝票数 計 270022 的中 � 23487（5番人気）� 26364（4番人気）� 12289（8番人気）
枠連票数 計 115428 的中 （1－7） 3707（10番人気）
馬連票数 計 376897 的中 �� 8662（12番人気）
馬単票数 計 200409 的中 �� 2151（25番人気）
ワイド票数 計 290824 的中 �� 5798（15番人気）�� 2946（28番人気）�� 3040（26番人気）
3連複票数 計 533737 的中 ��� 1714（69番人気）
3連単票数 計 699444 的中 ��� 450（310番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．1―11．6―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．7―45．3―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードラズライト �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．11．18 京都2着

2015．2．20生 �3青鹿 母 レディルージュ 母母 サッカーマム 6戦2勝 賞金 16，900，000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 エルフィ号



3206911月18日 晴 良 （30福島3）第6日 第9競走 ��2，600�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

612 ヒラボクビューン �4鹿 57 吉田 隼人�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 454± 02：39．9 5．4�
36 バリオラージュ 牡4鹿 57 丸山 元気 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム B460－122：40．11� 9．0�
59 スズカワークシップ 牡3鹿 55

52 ▲西村 淳也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 462－ 82：40．31� 19．4�
12 シェルブルック 牡4鹿 57 �島 克駿 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 508＋ 42：40．93	 2．5�
713 レッドアルカナ 牝5鹿 55 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 496－ 4 〃 クビ 8．3	
11 
 ギ ャ ツ ビ ー 牡5栗 57

55 △横山 武史 �CHEVAL AT-
TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 442－14 〃 クビ 34．6


24 シャイニーピース 牡4鹿 57 中井 裕二小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 490＋ 22：41．11� 6．5�
35 イクヨロブロイ 牡3黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 482＋ 22：41．2	 129．8�
48 
 マ リ ネ リ ス 牝5鹿 55

53 △菊沢 一樹今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 410± 0 〃 クビ 66．3
510 イスズブライト 牡5鹿 57

56 ☆井上 敏樹�イスズ牧場 相沢 郁 浦河 イスズ牧場 498＋ 22：41．3	 91．8�
816 ダノンアポロン 牡3鹿 55 小崎 綾也�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 484－ 42：41．51� 16．9�
611 レッドボヌール 牝4鹿 55 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 414－ 42：41．81� 14．8�
47 クリュティエ 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 456－122：41．9	 106．2�

23 ル ー 牡8鹿 57 国分 優作武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 464＋ 22：42．43 32．5�
815 マイネルプレッジ 牡7鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム B442－ 22：43．67 100．3�
714
 クラシカルチュチュ 牝5青鹿55 長岡 禎仁鈴木 史郎氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 454－ 22：45．08 321．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，661，500円 複勝： 25，366，200円 枠連： 12，786，000円
馬連： 39，294，600円 馬単： 17，968，100円 ワイド： 27，612，200円
3連複： 56，753，900円 3連単： 69，841，500円 計： 270，284，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 300円 � 450円 枠 連（3－6） 1，260円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 4，570円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，570円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 15，460円 3 連 単 ��� 68，140円

票 数

単勝票数 計 206615 的中 � 30176（2番人気）
複勝票数 計 253662 的中 � 42568（2番人気）� 21277（6番人気）� 12634（8番人気）
枠連票数 計 127860 的中 （3－6） 7837（6番人気）
馬連票数 計 392946 的中 �� 12237（9番人気）
馬単票数 計 179681 的中 �� 2944（17番人気）
ワイド票数 計 276122 的中 �� 7948（9番人気）�� 4473（18番人気）�� 3737（21番人気）
3連複票数 計 567539 的中 ��� 2752（47番人気）
3連単票数 計 698415 的中 ��� 743（215番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．1―12．7―12．6―12．7―12．4―12．8―12．3―11．8―12．1―11．9―12．2

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�
12．7―24．3―36．4―49．1―1：01．7―1：14．4―1：26．8―1：39．6―1：51．9―2：03．7―2：15．8―2：27．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクビューン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．12．17 中山4着

2014．4．27生 �4鹿 母 ヒラボクスペシャル 母母 ペパーミントグラス 10戦2勝 賞金 17，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラシカルチュチュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月18日まで平

地競走に出走できない。

3207011月18日 晴 良 （30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 476，000円 136，000円 68，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

12 リリックドラマ 牝4鹿 55 柴山 雄一ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460＋ 41：47．8 7．3�

35 コンダクトレス 牝3黒鹿53 杉原 誠人 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 456＋121：47．9� 90．9�
23 レッドイリーゼ 牝3青鹿53 荻野 極 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：48．0� 7．4�
713 ル ナ ス テ ラ 牝3鹿 53 川又 賢治 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 436＋101：48．1� 2．9�
48 マルターズルーメン 牝3栗 53 吉田 隼人藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 420± 0 〃 クビ 32．8	
11 コウセイマユヒメ 牝7鹿 55 中井 裕二杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 456－121：48．2クビ 154．1

59 コ ス タ ネ ラ 牝3栗 53 �島 克駿 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 440－10 〃 アタマ 14．5�
611 ムーンライトナイト 牝3鹿 53 勝浦 正樹 �シルクレーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 41：48．51� 10．5�
815 ラ テ ィ カ 牝3鹿 53 丸山 元気吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 492＋ 2 〃 クビ 8．2
510 ナ イ ス ド ゥ 牝3栗 53 森 裕太朗田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 428－ 6 〃 ハナ 38．0�
36 	 ハ ナ ザ カ リ 牝3黒鹿53 木幡 巧也岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田牧場 480－ 41：48．6クビ 153．6�
714 ルエヴェルロール 牝4黒鹿55 津村 明秀 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 21：48．7� 6．8�
816 コスモレティクルム 牝5鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 6 〃 ハナ 199．1�
24 	 ユキノレーヌ 牝4栗 55 木幡 初也井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか 服部 牧場 418－13 〃 アタマ 105．8�
47 ナスノカツラ 牝3黒鹿53 丸田 恭介�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 468＋221：48．8� 20．2�
612 アイネバーフェイル 牝3黒鹿53 小崎 綾也飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 456± 01：49．01
 15．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，944，400円 複勝： 44，364，400円 枠連： 19，067，700円
馬連： 67，203，000円 馬単： 30，803，100円 ワイド： 45，551，200円
3連複： 101，931，400円 3連単： 132，700，100円 計： 472，565，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 310円 � 2，730円 � 290円 枠 連（1－3） 13，500円

馬 連 �� 45，440円 馬 単 �� 72，640円

ワ イ ド �� 12，120円 �� 1，100円 �� 14，700円

3 連 複 ��� 76，600円 3 連 単 ��� 590，230円

票 数

単勝票数 計 309444 的中 � 33908（3番人気）
複勝票数 計 443644 的中 � 39805（5番人気）� 3574（13番人気）� 44744（4番人気）
枠連票数 計 190677 的中 （1－3） 1094（26番人気）
馬連票数 計 672030 的中 �� 1146（63番人気）
馬単票数 計 308031 的中 �� 318（117番人気）
ワイド票数 計 455512 的中 �� 949（65番人気）�� 11125（9番人気）�� 782（73番人気）
3連複票数 計1019314 的中 ��� 998（168番人気）
3連単票数 計1327001 的中 ��� 163（1066番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リリックドラマ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．11．26 京都6着

2014．5．7生 牝4鹿 母 ヴェルヴェットクイーン 母母 Velvet Moon 18戦2勝 賞金 39，328，000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 バトルガラクシア号



3207111月18日 晴 良 （30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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

814 ヒラボクラターシュ 牡3鹿 55 丸山 元気�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 518－ 81：45．1 1．9�
11 ドライヴナイト 牡5黒鹿57 太宰 啓介桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 520－ 21：45．52	 22．4�
610 コスモカナディアン 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 490＋ 2 〃 クビ 7．3�
23 エ ポ ッ ク 牡5黒鹿56 柴山 雄一吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 516＋ 61：45．6
 9．9�
35 カ ゼ ノ コ 牡7鹿 57 小崎 綾也�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 B460＋ 21：45．7クビ 51．2	
34 プレスティージオ 牡5栗 56 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 478－ 41：45．8	 55．1

713� ストロングバローズ 牡5鹿 56 丸田 恭介猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Fox

Straus KY 550－ 41：45．9
 27．5�
47 サ ン グ ラ ス 牡7青鹿56 黛 弘人玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B508＋ 6 〃 アタマ 72．8�
58 キタサンサジン 牡6栗 57 川又 賢治�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 536－ 61：46．0クビ 67．3
22 ハーベストムーン 牡3黒鹿54 津村 明秀三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 512＋ 41：46．21 11．4�
46 ブライトアイディア 牡8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± 01：46．41 48．2�
815 ジュンヴァルカン 牡5鹿 56 荻野 極河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 524－ 21：46．5
 7．9�
611 ロイヤルパンプ 牡6栗 56 吉田 隼人吉田 千津氏 友道 康夫 平取 稲原牧場 522－ 61：46．81
 39．2�
712 ノーブルサターン 牡4黒鹿56 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 504－22 〃 クビ 14．6�
59 リーゼントロック 牡7黒鹿57 川須 栄彦三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 518± 01：46．9クビ 32．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，358，800円 複勝： 62，582，200円 枠連： 44，645，000円
馬連： 174，956，800円 馬単： 72，135，200円 ワイド： 89，482，100円
3連複： 260，128，400円 3連単： 353，317，500円 計： 1，108，606，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 520円 � 200円 枠 連（1－8） 2，530円

馬 連 �� 3，930円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 330円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 6，170円 3 連 単 ��� 24，620円

票 数

単勝票数 計 513588 的中 � 208831（1番人気）
複勝票数 計 625822 的中 � 217849（1番人気）� 19225（7番人気）� 67651（2番人気）
枠連票数 計 446450 的中 （1－8） 13675（10番人気）
馬連票数 計1749568 的中 �� 34435（14番人気）
馬単票数 計 721352 的中 �� 11924（13番人気）
ワイド票数 計 894821 的中 �� 17614（13番人気）�� 78160（1番人気）�� 8189（28番人気）
3連複票数 計2601284 的中 ��� 31612（16番人気）
3連単票数 計3533175 的中 ��� 10403（64番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―11．8―12．5―12．8―12．2―12．1―12．3―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．0―42．5―55．3―1：07．5―1：19．6―1：31．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒラボクラターシュ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．3．3 阪神1着

2015．3．16生 牡3鹿 母 ヒラボクウィン 母母 エンキャンタドゥ 9戦4勝 賞金 84，503，000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 カデナ号・サノイチ号・ジューヌエコール号・タガノディグオ号・マインシャッツ号・マックスドリーム号

3207211月18日 晴 良 （30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 595，000円 170，000円 85，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

12 フ ナ ウ タ 牝4栗 55 丸山 元気谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464－121：08．8 3．7�
23 メイショウツバキ 牝3黒鹿54 太宰 啓介松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 454－ 41：09．11� 16．1�
612 シャインサンデー 牝4栗 55 吉田 隼人森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 416－ 6 〃 クビ 6．1�
815 ピ カ ピ カ 牝3鹿 54 勝浦 正樹�ミルファーム 石毛 善彦 むかわ 真壁 信一 496－ 4 〃 ハナ 28．8�
713	 ジ ェ ス ロ 
5鹿 57 長岡 禎仁松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 436－ 21：09．2クビ 135．8	
816 ゲンパチケンシン 牡4芦 57 丸田 恭介平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 476＋ 2 〃 クビ 12．3

714 エ ヴ ァ イ エ 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 466－ 4 〃 アタマ 3．5�
510 コンセッションズ 牝3栗 54 川須 栄彦ニッシンレーシング 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 426± 01：09．3� 16．3
47 ゴールドアピール 牝4鹿 55 杉原 誠人居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 462－ 8 〃 クビ 161．0�
11 プロディジー 牝3鹿 54 国分 優作飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 456± 01：09．4クビ 172．6�
59 ナムラムラサキ 牝4鹿 55 津村 明秀奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 422－ 61：09．5� 14．4�
35 カトルラポール 牝5鹿 55 柴山 雄一石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 474－ 6 〃 クビ 40．8�
48  ジャスパープリンス 牡3鹿 56 川又 賢治加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

464＋161：09．71 17．5�
611 エ ピ ュ ー レ 牝4栗 55 小崎 綾也�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 平山牧場 498＋ 41：09．91� 179．8�
24 アルミューテン 牝4栗 55 井上 敏樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 486－ 6 〃 ハナ 93．7�
36 セイウンミツコ 牝3黒鹿54 丹内 祐次西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 444＋ 2 〃 ハナ 8．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，155，900円 複勝： 49，076，800円 枠連： 24，871，900円
馬連： 92，324，300円 馬単： 38，398，100円 ワイド： 56，133，600円
3連複： 139，412，300円 3連単： 182，598，700円 計： 623，971，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 420円 � 230円 枠 連（1－2） 1，940円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 840円 �� 600円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 6，530円 3 連 単 ��� 28，160円

票 数

単勝票数 計 411559 的中 � 87951（2番人気）
複勝票数 計 490768 的中 � 74598（2番人気）� 25543（8番人気）� 55880（4番人気）
枠連票数 計 248719 的中 （1－2） 9916（10番人気）
馬連票数 計 923243 的中 �� 29932（9番人気）
馬単票数 計 383981 的中 �� 8703（8番人気）
ワイド票数 計 561336 的中 �� 17104（7番人気）�� 25267（3番人気）�� 7686（23番人気）
3連複票数 計1394123 的中 ��� 16006（18番人気）
3連単票数 計1825987 的中 ��� 4700（67番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．0―11．5―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―33．8―45．3―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．0
3 4，8（2，6，14，16）（5，10，12）7（3，15）11，13（1，9） 4 4（2，8）（14，16）6（5，10，12）（3，7，15）13，11，1，9

勝馬の
紹 介

フ ナ ウ タ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2017．1．28 京都3着

2014．2．11生 牝4栗 母 ヴァイオレットラブ 母母 ヴアインゴールド 14戦3勝 賞金 36，215，000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） 1頭 ドゥモワゼル号
（非抽選馬） 3頭 ジスモンダ号・ブライティアシップ号・ユッセ号

３レース目



（30福島3）第6日 11月18日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 184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
1，300，000円
12，490，000円
2，040，000円
22，850，000円
73，938，500円
6，413，600円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
294，507，600円
413，205，900円
182，605，200円
649，275，400円
304，032，400円
436，770，700円
985，029，600円
1，267，953，000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 4，533，379，800円

総入場人員 14，250名 （有料入場人員 11，319名）



平成30年度 第3回福島競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，068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
20，750，000円
98，230，000円
11，100，000円
136，360，000円
442，434，000円
33，284，200円
10，252，800円

勝馬投票券売得金
1，832，877，600円
2，562，791，600円
1，074，881，100円
3，862，389，200円
1，764，143，900円
2，656，484，500円
5，967，205，300円
7，489，589，600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 27，210，362，800円

総入場延人員 71，973名 （有料入場延人員 58，554名）
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