
3100111月3日 晴 稍重 （29福島3）第1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）

牝，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

45 ディーズフェイク 牝2青鹿54 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460－ 21：49．5 2．8�
57 カグラヤルージュ 牝2黒鹿54 菅原 隆一西村 亮二氏 奥平 雅士 日高 浜本牧場 476－ 81：49．82 10．6�
710 スズカアーチスト 牝2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 466－ 41：50．12 7．0�
22 トーホウトリニティ 牝2鹿 54 柴田 善臣東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 534＋ 61：50．2クビ 27．3�
11 サロルンカムイ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也�谷口牧場 天間 昭一 新ひだか 坂本 智広 434＋ 21：50．62� 53．3	
812 カレイドスコープ 牝2鹿 54

51 ▲横山 武史�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 本桐牧場 462－ 4 〃 ハナ 16．8

813 ド ロ テ ー ア 牝2黒鹿54 北村 宏司吉田 和美氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 410－ 21：51．98 4．2�
44 フライングサーカス 牝2栗 54 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 高橋 文雅 新ひだか 木田 晶範 412－ 41：52．32� 111．7�
68 ゴ ム マ リ 牝2黒鹿54 松岡 正海田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 460－ 61：52．62 8．2
69 ウォーターリバース 牝2鹿 54 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 434± 01：52．7クビ 15．6�
56 ゴールデンパレス 牝2栗 54

53 ☆井上 敏樹山口 正行氏 大和田 成 新ひだか 聖心台牧場 430＋ 41：52．8� 140．3�
711 デ ル マ ラ ム 牝2栗 54

53 ☆木幡 巧也浅沼 廣幸氏 田島 俊明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418－ 2 〃 ハナ 30．6�

33 デックテープ 牝2黒鹿 54
51 ▲武藤 雅志邑 宣彦氏 水野 貴広 新ひだか 酒井 秀紀 430－121：53．75 70．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 16，518，900円 複勝： 23，580，500円 枠連： 8，528，300円
馬連： 33，366，000円 馬単： 16，971，700円 ワイド： 22，344，200円
3連複： 48，088，100円 3連単： 56，973，700円 計： 226，371，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 200円 � 170円 枠 連（4－5） 1，120円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 420円 �� 350円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 7，090円

票 数

単勝票数 計 165189 的中 � 48607（1番人気）
複勝票数 計 235805 的中 � 75777（1番人気）� 22425（4番人気）� 29583（3番人気）
枠連票数 計 85283 的中 （4－5） 5894（6番人気）
馬連票数 計 333660 的中 �� 23162（3番人気）
馬単票数 計 169717 的中 �� 7831（4番人気）
ワイド票数 計 223442 的中 �� 13699（3番人気）�� 17166（2番人気）�� 7204（9番人気）
3連複票数 計 480881 的中 ��� 20504（4番人気）
3連単票数 計 569737 的中 ��� 5825（12番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．8―30．8―43．6―56．7―1：09．8―1：22．9―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディーズフェイク �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2017．9．2 札幌8着

2015．5．28生 牝2青鹿 母 ファイトソング 母母 ジグズアンドリールズ 4戦1勝 賞金 6，300，000円

3100211月3日 晴 良 （29福島3）第1日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時20分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．8

良
良

510 カシノクオーレ 牝2鹿 54
51 ▲木幡 育也柏木 務氏 天間 昭一 青森 野々宮牧場 452＋ 41：10．3 26．2�

48 クイーンズテソーロ 牝2栗 54 三浦 皇成了德寺健二氏 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 440＋ 21：10．4� 2．8�
815 ヤマニンルネッタ 牝2鹿 54 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428－ 41：10．5クビ 6．9�
59 クラウンチャンプ 牡2鹿 55 荻野 琢真矢野 恭裕氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 478± 0 〃 ハナ 12．5�
612 ファストライフ 牝2栗 54 吉田 隼人石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 440± 01：10．6� 6．3�
714 カハラレインボー 牝2栗 54

53 ☆坂井 瑠星助川 啓一氏 中野 栄治 日高 賀張中川牧場 432± 01：10．81� 361．4�
611 フォレストガーデン 牝2黒鹿 54

51 ▲武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル 446－ 61：11．12 11．0	
24 キサラギコマチ 牝2鹿 54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 酒井 亨 452－14 〃 アタマ 72．7�
816 クイーンディアス 牝2鹿 54 V．シュミノー 加藤 義久氏 黒岩 陽一 新ひだか カタオカフアーム 426± 0 〃 アタマ 54．6�

（仏）

12 ヤエノメイク 牝2黒鹿54 柴山 雄一柳田 英子氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ
アーム 416＋ 61：11．2� 221．2

713 モーニングヒカル 牝2栗 54 松岡 正海今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 416－ 2 〃 クビ 22．5�
36 トウカイオルデン 牡2鹿 55 戸崎 圭太内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 482＋ 81：11．3クビ 4．2�
47 ハッピーリフレイン 牝2鹿 54 嶋田 純次
ミルファーム 南田美知雄 むかわ 新井牧場 414－ 61：11．4� 272．5�
11 レディオブザレイク 牝2鹿 54 江田 照男
ミルファーム 石毛 善彦 新冠 オリエント牧場 442－12 〃 アタマ 224．6�
23 パ レ ハ 牝2青鹿 54

51 ▲横山 武史山本弥恵子氏 田中 剛 新冠 松浦牧場 432＋161：11．5� 213．0�
35 ビッグジュジュ 牝2鹿 54

51 ▲川又 賢治
ビッグ 石栗 龍彦 新冠 五丸農場 418＋161：11．71� 382．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，411，700円 複勝： 37，331，900円 枠連： 11，608，200円
馬連： 45，519，700円 馬単： 21，048，400円 ワイド： 30，695，800円
3連複： 61，837，800円 3連単： 72，101，700円 計： 302，555，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，620円 複 勝 � 470円 � 140円 � 180円 枠 連（4－5） 1，230円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 9，770円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，340円 �� 370円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 38，950円

票 数

単勝票数 計 224117 的中 � 7251（8番人気）
複勝票数 計 373319 的中 � 14444（8番人気）� 92477（1番人気）� 53641（4番人気）
枠連票数 計 116082 的中 （4－5） 7263（6番人気）
馬連票数 計 455197 的中 �� 9974（15番人気）
馬単票数 計 210484 的中 �� 1615（36番人気）
ワイド票数 計 306958 的中 �� 7531（12番人気）�� 5513（17番人気）�� 23624（2番人気）
3連複票数 計 618378 的中 ��� 11964（11番人気）
3連単票数 計 721017 的中 ��� 1342（137番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．5―12．0―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．8―46．8―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 ・（9，10）（2，5，13，15）8（1，11，12）4（6，16）7，14－3 4 ・（9，10）（2，13，15）（5，8，11）（1，12）（4，6）（7，14，16）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カシノクオーレ �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．8．6 小倉7着

2015．4．24生 牝2鹿 母 ノースアルテミス 母母 ペ リ ー ヌ 6戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 パレハ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 クイーンズテソーロ号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・6番）

モーニングヒカル号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 パレハ号は，平成29年11月4日から平成29年11月26日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。
※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 タイセイパルフェ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

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１日



3100311月3日 晴 稍重 （29福島3）第1日 第3競走 1，700�サラブレッド系3歳以上
発走10時50分 （ダート・右）

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

56 � トーホウリーガル 牡4青鹿57 吉田 豊東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 526＋ 41：46．7 11．9�
68 アルーフクライ 牡3鹿 55 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 464－ 21：47．01� 2．1�
710 ライトブリンガー 牡4栗 57 北村 友一�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 B468＋ 21：47．21� 17．3�
44 プエルタデルソル 牡3栗 55

54 ☆坂井 瑠星前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472－ 41：47．3クビ 45．4�

813 エルメネジルド 牡5鹿 57 中谷 雄太飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 B486－ 61：47．51� 39．3	
33 データヴァリュー 牡3鹿 55 戸崎 圭太 �社台レースホース久保田貴士 安平 追分ファーム 472－ 2 〃 ハナ 5．7

22 ペイシャボム 牡3鹿 55 江田 照男北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 468－ 2 〃 クビ 5．3�
69 マイネルネッツ 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 492＋ 41：47．6クビ 7．5�
11 � ビッグランチ 牡4栗 57

54 ▲武藤 雅 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 470± 01：47．7� 95．9
812� ステラルーチェ 牡5栗 57 村田 一誠池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム B482＋ 61：47．8� 50．7�
45 アイルーロス 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 青森 諏訪牧場 B472± 01：48．65 41．1�
711� ロケットバイオ 牡4芦 57 荻野 琢真バイオ� 今野 貞一 日高 中館牧場 542＋ 21：48．92 28．3�
57 ヒカリダイヤグラム 牝3鹿 53 原田 和真�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 三木田牧場 440－ 61：50．28 299．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，947，000円 複勝： 37，736，100円 枠連： 11，743，400円
馬連： 45，312，100円 馬単： 23，809，600円 ワイド： 29，556，600円
3連複： 62，973，600円 3連単： 84，172，700円 計： 317，251，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 230円 � 120円 � 330円 枠 連（5－6） 860円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，430円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 21，040円

票 数

単勝票数 計 219470 的中 � 14685（5番人気）
複勝票数 計 377361 的中 � 33233（5番人気）� 127926（1番人気）� 20301（6番人気）
枠連票数 計 117434 的中 （5－6） 10575（5番人気）
馬連票数 計 453121 的中 �� 28580（4番人気）
馬単票数 計 238096 的中 �� 5906（11番人気）
ワイド票数 計 295566 的中 �� 18149（4番人気）�� 4915（18番人気）�� 13831（6番人気）
3連複票数 計 629736 的中 ��� 14188（10番人気）
3連単票数 計 841727 的中 ��� 2900（61番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―12．1―13．1―13．0―11．9―12．4―12．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．3―43．4―56．4―1：08．3―1：20．7―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�トーホウリーガル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Devil’s Bag

2013．5．16生 牡4青鹿 母 トーホウクラウン 母母 ビンジンスキー 11戦1勝 賞金 14，350，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 アルーフクライ号の騎手丸田恭介は，前検量について注意義務を怠り戒告。

3100411月3日 晴 良 （29福島3）第1日 第4競走 ��3，350�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時20分（番組第5競走を順序変更） （ 芝 ）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：39．0良

46 アドマイヤフォルム 牡4黒鹿60 北沢 伸也近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 480＋ 63：42．1 38．8�
45 クラシックマーク 牝6栗 58 石神 深一小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 448－ 23：42．63 7．2�
57 ク ロ ス ボ ウ 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 528＋ 23：43．23� 2．8�
711� ビットアレグロ 牡8栗 60 上野 翔礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 494－ 4 〃 クビ 9．2�
58 アイティテイオー 牡9栗 62 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 468－ 43：43．3クビ 13．1�
11 クリスタルキャノン 牝4芦 58 難波 剛健飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 464－ 83：44．910 7．1	
813 ドーノデルソーレ 牡4黒鹿60 鈴木 慶太吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 464＋ 83：45．11 13．8

69 トーキングポイント 牡3黒鹿58 熊沢 重文水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 506－ 63：45．31� 42．0�
712 スプレーモゲレイロ 牡4鹿 60 植野 貴也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 460－ 23：45．61	 25．0
22 クリノダイコクテン 牡6栃栗61 金子 光希栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 474－ 83：46．13 12．2�
34 カタヨクノテンシ 牡4鹿 60 黒岩 悠�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 500－ 23：46．42 17．5�
814 サウンドギャツビー 牡5黒鹿60 平沢 健治増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 496－ 23：48．3大差 36．8�
33 マイネルアイザック 牡8黒鹿60 小坂 忠士 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム B466± 0 （競走中止） 73．4�
610 マイネルゼーラフ 牡6青鹿60 草野 太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 494＋ 4 （競走中止） 10．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 18，002，100円 複勝： 26，864，200円 枠連： 13，657，400円
馬連： 40，463，200円 馬単： 19，245，300円 ワイド： 26，686，000円
3連複： 64，214，600円 3連単： 69，055，500円 計： 278，188，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，880円 複 勝 � 860円 � 210円 � 150円 枠 連（4－4） 15，700円

馬 連 �� 15，740円 馬 単 �� 37，390円

ワ イ ド �� 4，950円 �� 2，520円 �� 450円

3 連 複 ��� 17，900円 3 連 単 ��� 208，600円

票 数

単勝票数 計 180021 的中 � 3709（12番人気）
複勝票数 計 268642 的中 � 5791（12番人気）� 33756（2番人気）� 58187（1番人気）
枠連票数 計 136574 的中 （4－4） 674（33番人気）
馬連票数 計 404632 的中 �� 1992（58番人気）
馬単票数 計 192453 的中 �� 386（131番人気）
ワイド票数 計 266860 的中 �� 1305（66番人気）�� 2599（37番人気）�� 16753（1番人気）
3連複票数 計 642146 的中 ��� 2690（69番人気）
3連単票数 計 690555 的中 ��� 240（787番人気）
上り 1マイル 1：45．6 4F 51．6－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

�
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤフォルム �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2015．11．15 京都16着

2013．5．7生 牡4黒鹿 母 トラヴェシーア 母母 マ ン フ ァ ス 障害：9戦2勝 賞金 27，300，000円
〔競走中止〕 マイネルゼーラフ号は，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。

マイネルアイザック号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため2周目1号障害〔ハードル〕手前で競走
中止。

〔調教再審査〕 マイネルゼーラフ号は，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〔障害調教を含む〕。
※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 スズカチャンプ号



3100511月3日 晴 良 （29福島3）第1日 第5競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走12時10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

55 カシノカーム 牡6芦 60 小野寺祐太柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 476－ 63：00．6 17．2�
66 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 412－ 43：01．23� 6．0�
77 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 460± 03：02．15 2．1�
11 � シゲルクロカジキ 牡4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 486－ 23：02．31� 11．3�
89 バンダムザブラッド 牡4黒鹿60 草野 太郎山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 468＋ 23：03．89 10．5�
22 ブルーガーディアン 牡5黒鹿60 江田 勇亮 �ブルーマネジメント星野 忍 新ひだか 加野牧場 498－103：04．22� 3．4	
78 ニシノファルコン 牡4黒鹿60 高野 和馬西村 亮二氏 高橋 文雅 浦河 王蔵牧場 B452－ 43：04．51	 19．2

33 コンゴウリキ 
4栗 60 蓑島 靖典浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか 藤川フアーム 442－ 23：05．56 85．4�
44 アサクサチャンス 牡3鹿 58 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 456－ 63：06．56 46．9�
810� イナフイズイナフ 牡4鹿 60 上野 翔小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 田中 裕之 512－ 23：16．8大差 60．4

（10頭）

売 得 金
単勝： 15，840，000円 複勝： 16，014，700円 枠連： 7，784，700円
馬連： 27，756，600円 馬単： 17，817，200円 ワイド： 17，603，800円
3連複： 42，554，100円 3連単： 70，946，500円 計： 216，317，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 350円 � 180円 � 120円 枠 連（5－6） 4，160円

馬 連 �� 4，260円 馬 単 �� 7，400円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 710円 �� 340円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 28，460円

票 数

単勝票数 計 158400 的中 � 7349（6番人気）
複勝票数 計 160147 的中 � 8314（7番人気）� 20781（3番人気）� 45938（1番人気）
枠連票数 計 77847 的中 （5－6） 1450（14番人気）
馬連票数 計 277566 的中 �� 5038（15番人気）
馬単票数 計 178172 的中 �� 1804（29番人気）
ワイド票数 計 176038 的中 �� 3431（17番人気）�� 6196（10番人気）�� 14413（2番人気）
3連複票数 計 425541 的中 ��� 9899（13番人気）
3連単票数 計 709465 的中 ��� 1807（97番人気）
上り 1マイル 1：43．8 4F 50．3－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カシノカーム �
�
父 カ ー ム �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2013．6．30 福島6着

2011．4．21生 牡6芦 母 アトラスマーカー 母母 ブラッセルフラウ 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 カシノカーム号の騎手小野寺祐太は，5号障害手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・9番）

ニシノリュウセイ号の騎手大江原圭は，2周目4コーナー手前で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過
怠金30，000円。（被害馬：7番）

3100611月3日 晴 稍重 （29福島3）第1日 第6競走 1，700�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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

34 レコンキスタ 牡3栗 55
54 ☆井上 敏樹村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B494± 01：46．3 8．9�

815 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 484－101：46．72� 12．1�

11 アテンフェスタ 牡4栗 57
54 ▲武藤 雅河村 �平氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 498－ 81：47．01� 8．6�

610 ジ オ ラ マ 牡4栗 57
54 ▲野中悠太郎�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 518－ 21：47．21� 5．4�

46 スズカミラージュ 牡4鹿 57
54 ▲菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 武 牧場 470－14 〃 ハナ 8．0	

59 ミュゼリバイアサン 牡4鹿 57
56 ☆木幡 初也菊地 祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 B504± 01：47．4� 28．7


23 レッドヴェルサス 牡4鹿 57
54 ▲川又 賢治 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 510± 01：47．5� 17．4�

611� ワキノアタリ 牝4鹿 55
54 ☆�島 克駿脇山 良之氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 472± 01：47．6� 4．9�

22 ウォーターバオバブ 牡4栗 57
56 ☆坂井 瑠星山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 492＋101：47．8� 17．5

47 テ イ ア 牝5鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 416－ 41：47．9� 215．9�
814 スプリングキャロル 牝4鹿 55 長岡 禎仁 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 424－ 8 〃 ハナ 15．4�
35 � ブランダルジャン 牝5芦 55

52 ▲木幡 育也河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 ハナ 61．0�
58 キャニオンロード 	4鹿 57 杉原 誠人 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B468－ 41：48．11� 35．9�
713 ショウブニデル 牡3青鹿 55

54 ☆木幡 巧也小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 B486－201：48．95 6．5�
712 リパーカッション 牡3鹿 55

53 △伴 啓太石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 502＋ 61：49．21� 51．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，993，300円 複勝： 42，211，300円 枠連： 20，013，200円
馬連： 61，089，200円 馬単： 25，639，500円 ワイド： 42，312，700円
3連複： 90，730，800円 3連単： 96，522，500円 計： 404，512，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 260円 � 320円 � 240円 枠 連（3－8） 2，220円

馬 連 �� 4，120円 馬 単 �� 7，940円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 960円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 9，030円 3 連 単 ��� 50，930円

票 数

単勝票数 計 259933 的中 � 23234（6番人気）
複勝票数 計 422113 的中 � 42626（5番人気）� 32111（7番人気）� 49367（2番人気）
枠連票数 計 200132 的中 （3－8） 6963（9番人気）
馬連票数 計 610892 的中 �� 11476（18番人気）
馬単票数 計 256395 的中 �� 2420（34番人気）
ワイド票数 計 423127 的中 �� 8846（10番人気）�� 11478（6番人気）�� 7786（18番人気）
3連複票数 計 907308 的中 ��� 7531（25番人気）
3連単票数 計 965225 的中 ��� 1374（142番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．7―41．9―54．1―1：06．3―1：19．3―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レコンキスタ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2016．11．5 東京6着

2014．2．24生 牡3栗 母 ロイヤルティアラ 母母 ロイヤルコスマー 12戦2勝 賞金 20，500，000円
〔制裁〕 キャニオンロード号の騎手杉原誠人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 カゼノドリーム号



3100711月3日 晴 良 （29福島3）第1日 第7競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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 ゲンパチケンシン 牡3芦 56
55 ☆坂井 瑠星平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 462± 01：08．0 3．5�

611 シエルブラン 牝3栗 54
51 ▲木幡 育也金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 438－ 81：08．21� 8．2�

36 � ハ ル ク 牡4鹿 57 菱田 裕二�ダイリン 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 486＋ 8 〃 クビ 6．8�
11 ニシノエアレス 牝3栗 54 田中 健西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 448－ 81：08．62� 49．2�
47 ア プ ト 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太 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 438－ 61：08．7クビ 7．7�

12 グリーンバシリスク 牝4栗 55
52 ▲野中悠太郎石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム 460－ 2 〃 ハナ 33．8	

714 ウィズアットレース 牝5黒鹿 55
52 ▲武藤 雅岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 424－ 2 〃 ハナ 11．8


510 ビップソルダー 牡3鹿 56 柴山 雄一鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 478± 01：08．8� 24．3�
815 ホープフルスター 牡3栗 56 北村 宏司前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 21：09．01� 3．5�
816 ナッツスター 牡4鹿 57

54 ▲菊沢 一樹早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 448－ 4 〃 クビ 97．9
48 � ロードサンダー 牡4黒鹿57 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 藤原 辰雄 新ひだか ケイアイファーム 468＋ 2 〃 ハナ 83．3�
713� ムーンドロップ 牡6鹿 57

54 ▲横山 武史�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 450＋ 21：09．1� 37．6�
35 サトノアイリ 牝4黒鹿55 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 444± 01：09．2� 34．3�
23 ウインクルスーパー 牝4鹿 55 北村 友一塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 484＋ 61：09．3� 69．2�
24 ラインスラッガー 牡4鹿 57 大庭 和弥大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 新冠 松本 信行 476＋141：09．4クビ 146．3�
59 � グレンデール 牡6鹿 57

56 ☆木幡 巧也日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 中村 和夫 482－ 21：09．72 43．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，652，000円 複勝： 34，443，000円 枠連： 15，680，200円
馬連： 52，358，700円 馬単： 25，205，000円 ワイド： 36，662，600円
3連複： 71，528，700円 3連単： 85，689，200円 計： 342，219，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 280円 � 240円 枠 連（6－6） 1，560円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 670円 �� 580円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，590円 3 連 単 ��� 16，940円

票 数

単勝票数 計 206520 的中 � 45916（2番人気）
複勝票数 計 344430 的中 � 76544（1番人気）� 27122（6番人気）� 33424（4番人気）
枠連票数 計 156802 的中 （6－6） 7745（8番人気）
馬連票数 計 523587 的中 �� 24197（7番人気）
馬単票数 計 252050 的中 �� 6746（8番人気）
ワイド票数 計 366626 的中 �� 14198（6番人気）�� 16672（3番人気）�� 8806（12番人気）
3連複票数 計 715287 的中 ��� 14902（7番人気）
3連単票数 計 856892 的中 ��� 3666（35番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．0―11．2―11．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．5―44．7―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチケンシン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．10．15 京都1着

2014．3．5生 牡3芦 母 レ チ ャ ー ダ 母母 ドゥルセデレーチェ 13戦2勝 賞金 31，560，000円
〔制裁〕 ハルク号の騎手菱田裕二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

3100811月3日 晴 稍重 （29福島3）第1日 第8競走 1，150�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

22 モズワッショイ 牝4黒鹿 55
52 ▲横山 武史 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 414＋ 21：08．2 5．5�

813 スズカグラーテ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 436－ 41：08．3� 1．7�
57 プラントアゲン 牝5黒鹿 55

52 ▲木幡 育也浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 富田 恭司 466－101：09．15 85．7�
11 ピアレスピンク 牝5黒鹿 55

52 ▲川又 賢治 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 496－ 61：09．41� 29．6�
610 キョウワヒラリー 牝3鹿 54 秋山真一郎�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 480－12 〃 ハナ 9．0	
45 クリノセゴビア 牝4黒鹿55 中井 裕二栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 446－10 〃 ハナ 215．5

69 サトノレーヌ 牝3黒鹿54 中谷 雄太 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 430－ 41：09．5� 21．9�
58 ヒカリトップメモリ 牝4鹿 55

52 ▲武藤 雅�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 474－ 41：09．6� 4．4�
46 フジマサクイーン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B442－ 6 〃 クビ 206．8
34 オ ル ノ ス 牝4芦 55

52 ▲野中悠太郎武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 454－ 21：09．7� 50．4�
712 カ ラ ー ラ 牝3鹿 54 丸田 恭介平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 440－ 8 〃 ハナ 61．8�
33 ファステストネオ 牝3栗 54 柴山 雄一鈴木 伸昭氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 458＋ 21：09．8� 78．4�
711� ゼ ラ ル ダ 牝4栗 55

54 ☆加藤 祥太幅田 昌伸氏 奥村 豊 日高 坪田 信作 460－101：10．01� 137．2�
814� スカーレットジェム 牝3栗 54 嶋田 純次 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 432－ 21：10．21� 184．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，850，200円 複勝： 60，156，600円 枠連： 14，134，000円
馬連： 57，122，400円 馬単： 34，975，300円 ワイド： 38，833，300円
3連複： 80，637，500円 3連単： 131，284，100円 計： 447，993，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 180円 � 110円 � 1，060円 枠 連（2－8） 550円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 310円 �� 3，860円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 9，140円 3 連 単 ��� 45，410円

票 数

単勝票数 計 308502 的中 � 44387（3番人気）
複勝票数 計 601566 的中 � 54896（3番人気）� 326163（1番人気）� 5810（10番人気）
枠連票数 計 141340 的中 （2－8） 19735（3番人気）
馬連票数 計 571224 的中 �� 76205（2番人気）
馬単票数 計 349753 的中 �� 16555（5番人気）
ワイド票数 計 388333 的中 �� 37786（2番人気）�� 2345（32番人気）�� 4198（20番人気）
3連複票数 計 806375 的中 ��� 6616（25番人気）
3連単票数 計1312841 的中 ��� 2096（120番人気）

ハロンタイム 9．4―11．1―11．7―12．0―11．8―12．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．5―32．2―44．2―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．0
3 ・（2，10）13（3，7）（9，12）5（4，14）（1，8，11）－6 4 2（10，13）（3，7）（5，9）（1，4，12）（8，14）（6，11）

勝馬の
紹 介

モズワッショイ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．9．27 阪神3着

2013．3．29生 牝4黒鹿 母 バーレーヘッズ 母母 ヴ ェ ス タ 19戦2勝 賞金 33，600，000円
〔制裁〕 モズワッショイ号の騎手横山武史は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）



3100911月3日 晴 良 （29福島3）第1日 第9競走 ��2，600�
ば ん だ い さ ん

磐 梯 山 特 別
発走14時15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
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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

22 レッドジェノヴァ 牝3青鹿53 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 486－ 82：38．6 1．6�
44 トロピカルストーム �4黒鹿57 北村 友一吉田 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 438± 02：38．92 6．1�
78 タマモベルガモ 牡4栗 57 �島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B476± 02：39．11� 16．0�
11 ナンヨーテンプル 牡5黒鹿57 吉田 隼人中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 496＋ 62：39．42 42．3�
67 アインザッツ 牡4鹿 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B466－ 22：39．5	 4．5	
33 セシルクラウン 牡4黒鹿57 小野寺祐太島川 
哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム B492＋ 22：39．92	 17．0�
79 
 マ リ ネ リ ス 牝4鹿 55 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 414－ 2 〃 ハナ 44．6�
66 サムワンライクユー 牡4鹿 57 柴田 大知丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 454－102：40．11� 21．1
810 ヴァーサトル 牡5黒鹿57 北村 宏司水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 496－102：40．31	 19．4�
55 
 ミスズメサイア 牝5鹿 55 川須 栄彦永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 434－10 〃 ハナ 171．6�

（10頭）
811 ブライトクォーツ 牡3鹿 55 木幡 巧也 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，038，300円 複勝： 60，824，700円 枠連： 12，888，300円
馬連： 55，395，500円 馬単： 33，981，900円 ワイド： 33，500，500円
3連複： 72，491，800円 3連単： 141，332，900円 計： 439，453，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 200円 枠 連（2－4） 530円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 270円 �� 420円 �� 930円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 4，220円

票 数

単勝票数 差引計 290383（返還計 3823） 的中 � 138930（1番人気）
複勝票数 差引計 608247（返還計 4661） 的中 � 348707（1番人気）� 53973（3番人気）� 37033（4番人気）
枠連票数 差引計 128883（返還計 470） 的中 （2－4） 18766（2番人気）
馬連票数 差引計 553955（返還計 37345） 的中 �� 96878（2番人気）
馬単票数 差引計 339819（返還計 18105） 的中 �� 42486（2番人気）
ワイド票数 差引計 335005（返還計 18262） 的中 �� 35213（2番人気）�� 20390（3番人気）�� 8131（16番人気）
3連複票数 差引計 724918（返還計 81852） 的中 ��� 28407（8番人気）
3連単票数 差引計1413329（返還計144640） 的中 ��� 24278（10番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．1―11．7―12．8―12．3―12．7―12．5―12．5―11．7―11．7―11．6―12．4

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�
12．9―24．6―36．7―48．4―1：01．2―1：13．5―1：26．2―1：38．7―1：51．2―2：02．9―2：14．6―2：26．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドジェノヴァ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2016．11．20 東京3着

2014．4．22生 牝3青鹿 母 コロンバスサークル 母母 マンハッタンフィズ 8戦2勝 賞金 26，695，000円
〔競走除外〕 ブライトクォーツ号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため装鞍所で競走除外。

3101011月3日 晴 良 （29福島3）第1日 第10競走 ��1，800�
に し ご う

西 郷 特 別
発走14時50分 （芝・右）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

23 � フィアーノロマーノ 牡3鹿 53 北村 友一吉田 和美氏 高野 友和 豪 Kia Ora Stud 528＋ 61：47．0 11．1�
816 シンギュラリティ 牡3鹿 55 V．シュミノー 吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 476－10 〃 ハナ 5．2�

（仏）

35 キラージョー 牡4栗 57 津村 明秀河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 510＋ 61：47．42� 4．7�
611 モ ク レ レ 牡3黒鹿55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488－ 41：47．5� 3．2�
48 レッドカイザー �6黒鹿57 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 ハナ 48．4�
12 マルターズゲイル 牡4青鹿57 嶋田 純次藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 478－ 4 〃 ハナ 31．8	
713 メイショウグロッケ 牝3鹿 53 三浦 皇成松本 好
氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 456± 01：47．81	 23．5�
59 バリンジャー 牡3栗 55 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 434－ 81：48．22� 10．5�
36 
 マッシュクール 牡3黒鹿55 江田 照男島川 
哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 490－101：48．41� 46．0
815 マイネルパンドーロ 牡3黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 6 〃 アタマ 31．6�
24 クラウンジーニアス �5栗 57 宮崎 北斗�クラウン 松永 康利 新冠 松浦牧場 484－ 41：48．5クビ 63．6�
11 ムーンザムーン 牝3鹿 53 吉田 隼人林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 474－ 6 〃 アタマ 6．3�
714 スクエアゴールド 牝5黒鹿55 柴山 雄一吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 444＋ 21：48．6� 66．6�
612 ヒカルエリントン 牡7鹿 57 横山 和生吉橋 計氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 530－101：49．24 178．0�
47 イマジンザット �4鹿 57 石橋 脩林 正道氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 436－241：49．3クビ 130．7�
510�
 ジークイーン 牝4栗 55 �島 良太 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 米 Oratis & New

Dawn Stable B504－ 41：49．62 294．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，115，200円 複勝： 60，843，200円 枠連： 22，814，800円
馬連： 99，288，900円 馬単： 43，094，000円 ワイド： 60，056，300円
3連複： 135，421，100円 3連単： 171，225，200円 計： 632，858，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 330円 � 180円 � 190円 枠 連（2－8） 2，510円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 6，850円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 850円 �� 560円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 31，930円

票 数

単勝票数 計 401152 的中 � 28853（6番人気）
複勝票数 計 608432 的中 � 40122（6番人気）� 95029（2番人気）� 91288（3番人気）
枠連票数 計 228148 的中 （2－8） 7032（12番人気）
馬連票数 計 992889 的中 �� 23794（13番人気）
馬単票数 計 430940 的中 �� 4713（27番人気）
ワイド票数 計 600563 的中 �� 12688（14番人気）�� 18002（8番人気）�� 28684（4番人気）
3連複票数 計1354211 的中 ��� 24850（11番人気）
3連単票数 計1712252 的中 ��� 3887（91番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．9―12．2―12．1―11．7―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．3―47．5―59．6―1：11．3―1：23．1―1：34．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�フィアーノロマーノ �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Lion Heart デビュー 2017．1．28 京都1着

2014．8．21生 牡3鹿 母 Heart Ashley 母母 Pretty ’n Smart 4戦2勝 賞金 16，906，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



3101111月3日 晴 良 （29福島3）第1日 第11競走 ��1，200�河 北 新 報 杯
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，28．11．5以降29．10．29まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

河北新報社社長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

11 ラホーヤビーチ 牝5青鹿52 横山 武史 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 460－101：08．5 18．1�

59 イ キ オ イ 牡5鹿 55 三浦 皇成西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 446－ 21：08．71� 27．5�
35 タケショウベスト 牝3鹿 54 吉田 隼人�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 462＋ 2 〃 クビ 2．4�
36 ブラックバード �5鹿 55 戸崎 圭太 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム 468＋ 21：08．91 8．8�
48 キョウワゼノビア 牝4黒鹿55 秋山真一郎�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 484＋16 〃 クビ 8．3	
714 ショウナンワダチ 牡6芦 55 柴田 善臣国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 482－10 〃 ハナ 94．6

23 ゼンノコリオリ 牡7鹿 54 高田 潤大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 472＋ 81：09．0クビ 138．7�
47 ハッピーノリチャン 牝5栗 54 V．シュミノー 足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 444－14 〃 ハナ 6．1�

（仏）

510 ウインソワレ 牝5鹿 53 柴田 大知�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 476－ 81：09．1� 12．5
713 サ フ ィ ロ ス 牡5鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：09．2� 21．7�
815 ク ロ ー ソ ー 牝5鹿 52 北村 友一大島 昌也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 424± 01：09．3� 17．1�
816 ウ ー マ ッ ハ 牝3鹿 52 勝浦 正樹鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 464± 01：09．4� 74．6�
612 ブ ロ ワ 牝4黒鹿52 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 468－ 21：09．61� 29．7�
12 エムオービーナス 牝3栗 51 木幡 初也大浅 貢氏 鹿戸 雄一 日高 門別牧場 468＋101：09．7� 95．7�
24 フ ァ ド 牝4栗 53 丸山 元気 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 浜本牧場 492＋ 2 〃 クビ 11．9�
611	 マンハッタンヘンジ 牡6黒鹿53 伴 啓太加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 506＋ 81：09．8クビ 273．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，616，200円 複勝： 79，053，600円 枠連： 44，469，400円
馬連： 182，389，100円 馬単： 77，112，700円 ワイド： 89，061，000円
3連複： 262，776，700円 3連単： 370，326，500円 計： 1，156，805，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 350円 � 510円 � 140円 枠 連（1－5） 5，910円

馬 連 �� 23，130円 馬 単 �� 48，470円

ワ イ ド �� 4，820円 �� 800円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 17，250円 3 連 単 ��� 200，210円

票 数

単勝票数 計 516162 的中 � 22743（8番人気）
複勝票数 計 790536 的中 � 48531（7番人気）� 30485（10番人気）� 218913（1番人気）
枠連票数 計 444694 的中 （1－5） 5826（18番人気）
馬連票数 計1823891 的中 �� 6109（55番人気）
馬単票数 計 771127 的中 �� 1193（112番人気）
ワイド票数 計 890610 的中 �� 4576（51番人気）�� 29852（7番人気）�� 15367（13番人気）
3連複票数 計2627767 的中 ��� 11425（54番人気）
3連単票数 計3703265 的中 ��� 1341（558番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―10．9―11．4―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．2―44．6―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラホーヤビーチ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2014．10．14 京都14着

2012．3．27生 牝5青鹿 母 エアラホーヤ 母母 テンザンストーム 21戦3勝 賞金 43，039，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アースミステリー号・タカラジャンヌ号・トゥルームーン号
（非抽選馬） 7頭 フクノグローリア号・ベリースコール号・レヴァンタール号・レディーピンク号・レトロクラシック号・

ワイナルダム号・ワカコマタイヨウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3101211月3日 晴 稍重 （29福島3）第1日 第12競走 1，150�サラブレッド系3歳以上
発走16時00分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

57 シルバーストーン 牡3芦 56 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 492－ 41：08．4 5．3�
44 ラピッドライズ 牝4青鹿 55

54 ☆井上 敏樹下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 490± 01：08．61� 26．4�
22 ク ラ イ シ ス 牡4鹿 57 石橋 脩前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 41：08．91� 2．5�
710 パワフルヒロコ 牝3黒鹿54 中井 裕二三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 442± 01：09．0� 10．6�
56 シゲルヒョウ 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 伊藤 敏明 B482－ 41：09．21 12．5�
68 ラタンドレス 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 468－ 41：09．41� 6．7	
69 クリノレオノール 牝3鹿 54 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 420－241：09．5クビ 20．0

11 マイティジャック 牡4黒鹿57 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 448－ 61：09．71� 70．5�
812 ジ ュ ン ゲ ル �4鹿 57

56 ☆木幡 巧也幅田 昌伸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 454－ 21：10．02 37．3�
711 タイセイラビッシュ 牡5鹿 57 丸山 元気田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 480－ 41：10．1� 5．5
813 アントレーン 牝3栗 54 松岡 正海鹽田 久義氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 436－ 61：10．42 113．2�
33 リープリッヒターゲ 牝3青 54 原田 和真藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 456± 01：11．67 251．6�
45 ハシルキセキ 牡3鹿 56 長岡 禎仁�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 476－ 41：15．6大差 44．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，527，300円 複勝： 39，258，200円 枠連： 24，503，700円
馬連： 84，153，100円 馬単： 38，711，800円 ワイド： 47，151，300円
3連複： 112，612，400円 3連単： 168，277，900円 計： 547，195，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 460円 � 140円 枠 連（4－5） 2，900円

馬 連 �� 7，420円 馬 単 �� 11，630円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 310円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 5，440円 3 連 単 ��� 43，990円

票 数

単勝票数 計 325273 的中 � 48766（2番人気）
複勝票数 計 392582 的中 � 65838（2番人気）� 15286（8番人気）� 93059（1番人気）
枠連票数 計 245037 的中 （4－5） 6547（8番人気）
馬連票数 計 841531 的中 �� 8778（24番人気）
馬単票数 計 387118 的中 �� 2496（42番人気）
ワイド票数 計 471513 的中 �� 5873（24番人気）�� 44696（1番人気）�� 9657（16番人気）
3連複票数 計1126124 的中 ��� 15503（18番人気）
3連単票数 計1682779 的中 ��� 2773（151番人気）

ハロンタイム 9．4―10．9―11．3―12．1―12．1―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．3―31．6―43．7―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルバーストーン �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2016．7．10 福島5着

2014．5．2生 牡3芦 母 レディーエンブレム 母母 ト ミ ア ル コ 16戦2勝 賞金 20，500，000円
〔その他〕 ハシルキセキ号は，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〕 ハシルキセキ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年12月3日まで出走できない。

４レース目



（29福島3）第1日 11月3日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 166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

199，380，000円
3，800，000円
11，240，000円
1，580，000円
22，050，000円
67，762，000円
5，712，800円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
325，512，200円
518，318，000円
207，825，600円
784，214，500円
377，612，400円
474，464，100円
1，105，867，200円
1，517，908，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，311，722，400円

総入場人員 10，122名 （有料入場人員 8，287名）
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