
3102511月11日 曇 良 （29福島3）第3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

59 ブロンズケイ 牡2黒鹿55 菱田 裕二畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 492＋ 41：48．4 4．1�
35 レッドアルディ 牡2鹿 55 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 492＋ 81：49．57 2．5�
611 リキサンゴルト 牡2鹿 55 黛 弘人 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 496－ 21：49．6� 9．2�
814 ザリーティー 牝2栗 54 石橋 脩中村 智幸氏 杉山 晴紀 様似 様似堀牧場 444＋ 81：50．02� 21．3�
34 クリアロマンス 牝2芦 54 吉田 隼人伊東 純一氏 小笠 倫弘 新ひだか タツヤファーム 454＋101：50．32 42．7	
47 ネオブラスト 牡2黒鹿55 津村 明秀杉山 忠国氏 岡田 稲男 新ひだか 明治牧場 428± 01：50．4� 37．5

46 サンライズハニー 牡2栗 55 北村 友一松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 472－ 81：50．72 8．1�
22 トニーシャレード 牡2青鹿55 杉原 誠人トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 466＋ 61：50．8クビ 224．4�
713 クーファエラン 牝2鹿 54 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 444－ 41：51．12 25．1
11 キッチンウイッチ 牝2栗 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 若林牧場 438－ 21：51．84 19．4�
23 ニ コ ラ オ ス 牡2鹿 55 勝浦 正樹八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 502－ 21：52．11� 10．5�
712 ファンダンゴ 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 伊藤 伸一 様似 澤井 義一 432－ 81：54．3大差 136．0�
58 ライオンボス 牡2栗 55

52 ▲横山 武史�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 516＋ 21：54．93� 112．6�
815 エ ピ リ マ イ 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 480－101：55．53� 114．1�

610 パリモンマルトル 牝2鹿 54
51 ▲富田 暁�ミルファーム 小野 次郎 浦河 ミルファーム B442－ 21：58．9大差 75．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，846，600円 複勝： 22，375，300円 枠連： 6，614，900円
馬連： 29，078，200円 馬単： 14，921，100円 ワイド： 20，722，900円
3連複： 45，882，500円 3連単： 52，699，400円 計： 208，140，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 120円 � 190円 枠 連（3－5） 440円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 280円 �� 730円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 9，170円

票 数

単勝票数 計 158466 的中 � 31769（2番人気）
複勝票数 計 223753 的中 � 45334（2番人気）� 54928（1番人気）� 23485（4番人気）
枠連票数 計 66149 的中 （3－5） 11432（1番人気）
馬連票数 計 290782 的中 �� 45793（1番人気）
馬単票数 計 149211 的中 �� 10033（2番人気）
ワイド票数 計 207229 的中 �� 21277（1番人気）�� 6723（8番人気）�� 8421（6番人気）
3連複票数 計 458825 的中 ��� 16643（4番人気）
3連単票数 計 526994 的中 ��� 4166（17番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．6―30．7―43．8―56．6―1：08．9―1：21．9―1：34．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブロンズケイ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．8．20 札幌6着

2015．2．27生 牡2黒鹿 母 ラ ヴ ビ ー ム 母母 ファストルック 4戦1勝 賞金 7，050，000円
〔制裁〕トニーシャレード号の騎手杉原誠人は，4コーナー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戒告。（被害馬：

6番・1番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファンダンゴ号・ライオンボス号・エピリマイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年12月11日まで平地競走に出走できない。
パリモンマルトル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月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 セレブレイトダンス号・ルクスムンディー号

3102611月11日 曇 良 （29福島3）第3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）

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 プ レ ゼ ン ス 牡3黒鹿55 勝浦 正樹 �社台レースホース尾形 充弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B488－ 41：47．5 9．3�

59 タ イ ユ ー ル 牡5芦 57 津村 明秀前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 496＋ 61：47．6� 7．8�
610 ローレルリーベ 牡3栗 55 嘉藤 貴行 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 510＋101：47．7� 7．1�
46 アルスフェルト 牝4黒鹿55 丸田 恭介�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 41：47．91� 18．0�
34 ブラウンアニマート 牡4黒鹿57 丸山 元気キャピタルクラブ 武藤 善則 日高 株式会社カ

ネツ牧場 476－151：48．11 42．8	
58 レッドラシーマ 牡3芦 55 藤懸 貴志 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：48．2� 25．3

712 ジャストヒーロー 牡3黒鹿55 長岡 禎仁密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 B454－ 61：48．3クビ 10．8�
47 ポルトドレーヴ �4鹿 57

54 ▲木幡 育也村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 446＋ 41：48．4� 14．4�
713	 シャイニングスター 牡5鹿 57 石橋 脩杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 520＋ 21：48．5クビ 4．7
35 サクラレガーロ 牡3栗 55 吉田 隼人�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 西村 和夫 466＋ 2 〃 ハナ 4．0�
814 メイショウヤギリ 牡5黒鹿 57

56 ☆城戸 義政松本 好雄氏 池添 学 日高 日西牧場 490＋ 4 〃 クビ 80．0�
23 イイデメモリー 牝3鹿 53

50 ▲富田 暁松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 550± 01：48．6
 10．0�
611 カゼノドリーム 牡5鹿 57

56 ☆加藤 祥太深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 水上 習孝 B458＋ 91：48．91� 54．7�
22 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 420＋ 41：49．11� 422．6�
11 トワードポラリス �3黒鹿55 西村 太一吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 460＋101：51．0大差 109．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，273，300円 複勝： 24，168，600円 枠連： 8，221，100円
馬連： 30，255，800円 馬単： 14，709，600円 ワイド： 21，855，200円
3連複： 45，886，000円 3連単： 51，775，100円 計： 213，144，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 290円 � 260円 � 240円 枠 連（5－8） 1，910円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，280円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 9，080円 3 連 単 ��� 55，850円

票 数

単勝票数 計 162733 的中 � 13989（5番人気）
複勝票数 計 241686 的中 � 21165（6番人気）� 24870（4番人気）� 26638（3番人気）
枠連票数 計 82211 的中 （5－8） 3322（10番人気）
馬連票数 計 302558 的中 �� 9511（6番人気）
馬単票数 計 147096 的中 �� 2115（16番人気）
ワイド票数 計 218552 的中 �� 6402（7番人気）�� 4383（17番人気）�� 3575（20番人気）
3連複票数 計 458860 的中 ��� 3790（34番人気）
3連単票数 計 517751 的中 ��� 672（185番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．7―12．9―13．4―12．8―12．6―12．7―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―29．9―42．8―56．2―1：09．0―1：21．6―1：34．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プ レ ゼ ン ス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Gone West デビュー 2016．10．2 中山5着

2014．2．16生 牡3黒鹿 母 インコグニート 母母 デインスカヤ 14戦2勝 賞金 17，600，000円
〔発走状況〕 トワードポラリス号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻2分

遅延。
〔制裁〕 トワードポラリス号の騎手西村太一は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

タイユール号の騎手津村明秀は，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：10番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トワードポラリス号は，平成29年11月12日から平成29年12月3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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スターペスカンタ号・ムーンドロップ号
（非抽選馬） 2頭 エルドールサージュ号・ジェネスレーヴ号

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３日



3102711月11日 曇 良 （29福島3）第3日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時45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

48 ベルウッドキング 牡2鹿 55 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 日高 増尾牧場 436＋ 41：10．4 2．0�
47 キングドンドルマ 牡2青鹿55 津村 明秀田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 470＋ 4 〃 ハナ 7．2�
23 カクテルドレス 牝2芦 54 石橋 脩 Him Rock Racing 佐々木晶三 日高 槇本牧場 470－ 41：10．71� 5．6�
714 サクライザベル 牝2栗 54 江田 照男坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 伏木田牧場 434－ 61：10．8� 20．2�
611 タイセイパルフェ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 456± 0 〃 アタマ 92．3�
510 ローズマリア 牝2黒鹿54 中谷 雄太山田 裕仁氏 松下 武士 新ひだか 本桐牧場 446＋181：11．01	 63．0�
35 ウィナーポイント 牝2黒鹿 54

51 ▲富田 暁岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 出口牧場 388－12 〃 クビ 35．5	
59 ノーモアサイレンス 牝2青鹿 54

51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 筒井 征文 420＋ 61：11．1クビ 7．1

815 ヴ ィ ー ダ 牡2栗 55 丸山 元気中村 広樹氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 424＋ 21：11．31� 123．7�
12 エイプリルソング 牝2鹿 54

53 ☆木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 428＋ 21：11．4� 92．4

11 ディセントファミリ 牡2青鹿 55
52 ▲菊沢 一樹�和田牧場 和田 正道 新冠 八木 明広 462－ 4 〃 ハナ 321．5�

36 デルママティーニ 牡2栗 55 西田雄一郎浅沼 廣幸氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 528＋161：11．61	 199．1�

713 コ コ ロ ザ シ 
2鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 440－ 41：11．91� 24．7�
612 モ シ モ 牝2栗 54

51 ▲川又 賢治小田切有一氏 本間 忍 様似 小田牧場 438± 0 〃 ハナ 56．9�
816 ノーブルメジャー 牝2黒鹿 54

52 △伴 啓太吉木 伸彦氏 田村 康仁 日高 タバタファーム 400± 01：12．11	 324．3�
24 サウスアメリカン 牡2鹿 55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 カナイシスタッド 450＋ 41：13．710 26．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，479，700円 複勝： 23，287，300円 枠連： 9，407，200円
馬連： 29，352，600円 馬単： 15，533，500円 ワイド： 20，953，200円
3連複： 44，584，900円 3連単： 56，333，400円 計： 216，931，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 150円 枠 連（4－4） 720円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 260円 �� 260円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 4，120円

票 数

単勝票数 計 174797 的中 � 73375（1番人気）
複勝票数 計 232873 的中 � 71832（1番人気）� 34551（2番人気）� 32870（3番人気）
枠連票数 計 94072 的中 （4－4） 10119（4番人気）
馬連票数 計 293526 的中 �� 35085（2番人気）
馬単票数 計 155335 的中 �� 11095（2番人気）
ワイド票数 計 209532 的中 �� 21597（1番人気）�� 21530（2番人気）�� 8072（7番人気）
3連複票数 計 445849 的中 ��� 31308（3番人気）
3連単票数 計 563334 的中 ��� 9902（2番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．1―11．8―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．0―45．8―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルウッドキング �
�
父 バ ゴ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．6．10 東京7着

2015．2．11生 牡2鹿 母 アズマガール 母母 サイレントラヴ 5戦1勝 賞金 10，300，000円
〔発走状況〕 サクライザベル号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 モシモ号の騎手川又賢治は，発走後まもなく内側に斜行したことについて平成29年11月18日から平成29年12月3日まで

騎乗停止。（被害馬：11番・10番・9番・8番・4番・3番・2番・1番）
〔調教再審査〕 サクライザベル号は，発走調教再審査。
〔その他〕 サウスアメリカン号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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） 2頭 キミワテンマ号・セレブレーション号
（非抽選馬） 1頭 カシノベスト号

3102811月11日 曇 良 （29福島3）第3日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時15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
1：59．9
1：59．8

良
良

713 ワタシヲマッテル 牝2栗 54 丸山 元気小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 456－ 42：02．4 25．6�
59 バ リ エ ン テ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 小河 豊水 440－ 22：02．5� 4．5�
12 ロードジパング 牡2栗 55

54 ☆木幡 巧也 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 440－ 8 〃 クビ 40．2�
48 トーセンブレイヴ 牡2黒鹿55 北村 友一島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494± 02：02．6クビ 3．6�
612 タガノバルバドス 牡2鹿 55 秋山真一郎八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468＋ 4 〃 クビ 2．7	
47 ヘッドストリーム 牡2栗 55 津村 明秀犬塚悠治郎氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 436－ 2 〃 ハナ 8．1

714 ス ペ イ シ ー 牡2黒鹿55 中谷 雄太石川 達絵氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 460－ 82：02．81� 21．2�
35 ジョリルミエール 牝2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 424＋ 82：03．54 244．8�
815 モ ノ ド ラ マ 牡2鹿 55 丸田 恭介 シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 ハナ 16．8�
36 トゥモローアンセム 牡2栗 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 坂本 智広 460－ 22：03．71 273．2�
23 モンサンブリラント 牝2鹿 54 丹内 祐次山下 新一氏 牧 光二 浦河 三嶋牧場 514＋ 22：03．91� 148．1�
611 サムライロード 牡2黒鹿55 吉田 隼人�KTレーシング 栗田 徹 日高 日高大洋牧場 B458＋ 42：04．32� 75．2�
510 コールシーム 牝2青 54 江田 照男下河辺牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 416＋102：04．94 187．7�
24 マ カ ロ ン 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也小林 博雄氏 伊藤 正徳 浦河 絵笛牧場 458－102：05．43 266．0�
11 メイショウイズモ 牡2黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹松本 好雄氏 本田 優 様似 中脇 一幸 494－ 62：07．6大差 184．5�
816 グランドフサイチ 牡2青鹿55 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 442＋ 6 （競走中止） 477．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，654，600円 複勝： 21，665，200円 枠連： 8，380，400円
馬連： 28，645，400円 馬単： 15，422，100円 ワイド： 19，200，400円
3連複： 39，838，100円 3連単： 51，453，900円 計： 202，260，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，560円 複 勝 � 490円 � 170円 � 670円 枠 連（5－7） 1，800円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 10，190円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 6，270円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 29，780円 3 連 単 ��� 188，400円

票 数

単勝票数 計 176546 的中 � 5856（7番人気）
複勝票数 計 216652 的中 � 9923（7番人気）� 43997（2番人気）� 6976（8番人気）
枠連票数 計 83804 的中 （5－7） 3604（7番人気）
馬連票数 計 286454 的中 �� 5399（15番人気）
馬単票数 計 154221 的中 �� 1134（33番人気）
ワイド票数 計 192004 的中 �� 4665（13番人気）�� 765（37番人気）�� 3018（19番人気）
3連複票数 計 398381 的中 ��� 1003（60番人気）
3連単票数 計 514539 的中 ��� 198（360番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―36．2―48．9―1：01．6―1：13．8―1：26．0―1：38．3―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

ワタシヲマッテル �
�
父 ローエングリン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．9．17 中山5着

2015．2．19生 牝2栗 母 ハナヨメノレン 母母 メ ロ ン パ ン 4戦1勝 賞金 6，450，000円
〔発走状況〕 グランドフサイチ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 グランドフサイチ号は，発走直後に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 メイショウイズモ号は，向正面で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



3102911月11日 小雨 良 （29福島3）第3日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時05分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．8

良
良

47 サ ブ リ ナ 牝2栃栗54 丸山 元気小原準一郎氏 根本 康広 新ひだか 平野牧場 438 ―1：11．1 33．6�
815 テトラクォーク 牝2鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 410 ―1：11．31� 3．0�
816 プラジュニャー 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 土田 稔 日高 大江牧場 464 ―1：11．4� 20．1�
714 パ ル シ ア 牝2鹿 54 丸田 恭介折手 邦雄氏 石毛 善彦 新ひだか 折手牧場 448 ―1：11．5� 17．3�
59 ペイシャディア 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 440 ― 〃 クビ 63．6�
36 グ ラ ス レ オ 牡2黒鹿55 丹内 祐次半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 474 ―1：11．6クビ 4．8	
12 ア ノ マ リ ー 牡2青鹿55 西田雄一郎田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三石川上牧場 498 ―1：11．81� 5．5

611 フラワーパターン 牝2黒鹿54 津村 明秀�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 392 ― 〃 クビ 11．2�
510 バルフルーリー 牝2栗 54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 松永 康利 浦河 ディアレスト

クラブ 380 ―1：12．01� 28．3
24 スリーミニオン 牡2栗 55 長岡 禎仁永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 460 ―1：12．21 70．8�
48 ゴールドマーシュ 牡2鹿 55

52 ▲菊沢 一樹坂田 行夫氏 伊藤 正徳 新冠 守矢牧場 500 ―1：13．37 8．7�
23 ハードリバー 牡2黒鹿 55

53 △伴 啓太長谷川兼美氏 本間 忍 日高 若林 順一 412 ―1：13．72� 179．1�
713 ピンクソルト 牝2栗 54 北村 友一 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 434 ―1：14．33� 22．6�
35 ビューティアイリス 牝2鹿 54 西村 太一�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 424 ―1：14．62 215．2�
612 グランアッシュ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 斉藤スタッド 436 ― 〃 クビ 197．6�
11 テ ィ ア マ ト 牝2黒鹿54 勝浦 正樹�ミルファーム 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 414 ―1：14．7	 68．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，095，300円 複勝： 19，435，800円 枠連： 9，477，500円
馬連： 25，672，700円 馬単： 13，831，900円 ワイド： 19，441，000円
3連複： 34，815，600円 3連単： 42，487，300円 計： 182，257，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，360円 複 勝 � 590円 � 170円 � 440円 枠 連（4－8） 1，140円

馬 連 �� 4，850円 馬 単 �� 14，230円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 4，360円 �� 970円

3 連 複 ��� 18，000円 3 連 単 ��� 157，150円

票 数

単勝票数 計 170953 的中 � 4310（10番人気）
複勝票数 計 194358 的中 � 7132（9番人気）� 38174（1番人気）� 10194（7番人気）
枠連票数 計 94775 的中 （4－8） 6420（4番人気）
馬連票数 計 256727 的中 �� 4097（19番人気）
馬単票数 計 138319 的中 �� 729（55番人気）
ワイド票数 計 194410 的中 �� 2771（19番人気）�� 1115（48番人気）�� 5350（8番人気）
3連複票数 計 348156 的中 ��� 1450（58番人気）
3連単票数 計 424873 的中 ��� 196（522番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―12．2―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―34．9―47．1―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ブ リ ナ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Rahy 初出走

2015．4．29生 牝2栃栗 母 セイクリッドフレイム 母母 Ashraakat 1戦1勝 賞金 7，000，000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 ハードファクト号・ホリーユニコーン号

3103011月11日 小雨 良 （29福島3）第3日 第6競走 ��1，150�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

713 ポップシンガー 牝3鹿 54 津村 明秀村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 456＋ 81：08．6 6．7�
59 キタノユーリン 牝3鹿 54 丸山 元気北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 472－ 41：08．92 7．7�
36 � タイバーカット 牡4栗 57 西田雄一郎水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 漆原 武男 466－111：09．43 42．3�
47 アラマサクロフネ 牝6鹿 55 勝浦 正樹�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 516－ 41：09．5� 35．1�
815 スターズバース 牝3鹿 54 岡田 祥嗣吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 486＋ 41：09．6� 13．9�
35 サンクタリリアス 牝5芦 55 江田 照男�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 486± 01：09．7クビ 6．9	
23 ロードコメット 	3栗 56

53 ▲菊沢 一樹 
ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 512－10 〃 クビ 2．8�
714 パパラヴズマンボ 牝5青鹿55 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B452± 01：09．8クビ 51．7�
510 メランコリア 牝5栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 500＋ 6 〃 アタマ 18．1
611 サ マ ニ ー 	4青鹿57 嘉藤 貴行井上 一郎氏 伊藤 大士 様似 中脇 一幸 B488－ 21：09．9アタマ 42．6�
816 オモイサイフ 牡3栗 56

53 ▲横山 武史小田切有一氏 谷 潔 浦河 荻伏三好フ
アーム 498－101：10．0� 19．8�

24 オーサムクイーン 牝3芦 54 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 502± 01：10．1� 35．1�
48 メイショウカズヒメ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 494± 0 〃 クビ 11．4�
12 ニューミレニアム 牡3栗 56 水口 優也 
グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 上山牧場 426－ 21：10．2� 148．0�
612 ハミングパッション 牝3青鹿54 石橋 脩髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 478＋ 41：10．41
 16．8�
11 ア ー ガ マ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 450－ 61：10．82� 39．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，206，200円 複勝： 27，382，100円 枠連： 9，915，100円
馬連： 32，466，400円 馬単： 15，704，600円 ワイド： 25，429，800円
3連複： 48，568，000円 3連単： 58，933，400円 計： 236，605，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 310円 � 260円 � 770円 枠 連（5－7） 1，240円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 4，920円 �� 3，610円

3 連 複 ��� 34，260円 3 連 単 ��� 149，910円

票 数

単勝票数 計 182062 的中 � 21447（2番人気）
複勝票数 計 273821 的中 � 24343（4番人気）� 30840（3番人気）� 8124（11番人気）
枠連票数 計 99151 的中 （5－7） 6155（4番人気）
馬連票数 計 324664 的中 �� 11278（4番人気）
馬単票数 計 157046 的中 �� 2555（9番人気）
ワイド票数 計 254298 的中 �� 5995（6番人気）�� 1308（68番人気）�� 1792（46番人気）
3連複票数 計 485680 的中 ��� 1063（136番人気）
3連単票数 計 589334 的中 ��� 285（514番人気）

ハロンタイム 9．4―10．8―11．2―12．1―12．4―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―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4F48．4―3F37．2
3 3（9，12）－13（8，14，7）（1，10）15（6，11）（5，16）2，4 4 ・（3，9）（13，12）7，14，15（8，10）（1，11）（6，16）5（2，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ポップシンガー �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．11．20 東京8着

2014．4．24生 牝3鹿 母 ケイアイポップス 母母 ケイアイユリカゴ 7戦2勝 賞金 18，338，000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 エイシンブリッツ号・ダイメイコンドル号



3103111月11日 小雨 良 （29福島3）第3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

710 ジャポニカーラ 牝5黒鹿55 石橋 脩 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 408± 02：41．2 7．9�
22 メ ゾ ン リ ー 牡4黒鹿57 秋山真一郎西野 晴夫氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 62：41．3� 2．2�
812 マーヴェルズ 牡3鹿 55

54 ☆�島 克駿 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440－12 〃 クビ 31．9�

33 ダンツペレット 牡4芦 57 北村 友一山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 504± 02：41．4クビ 10．7�
69 マイブルーヘブン 牡3鹿 55 勝浦 正樹三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 468＋ 62：41．61� 7．3�
56 	 マ リ ネ リ ス 牝4鹿 55

52 ▲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± 0 〃 クビ 16．5	
44 デューズワイルズ 牡4黒鹿 57

54 ▲川又 賢治 �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 466± 02：42．02� 52．8

11 	 ブランダルジャン 牝5芦 55 伊藤 工真河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 474－ 22：42．21� 100．5�
813 ウインカートゥーン 牡4黒鹿57 津村 明秀�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 488＋ 22：42．3クビ 8．7
711 マイネルプレッジ 牡6鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 446－ 22：42．4� 10．7�
57 プリンスオブペスカ 牡3鹿 55

52 ▲富田 暁山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 460－ 4 〃 クビ 9．8�
45 	 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± 02：42．61� 117．2�
68 サンレイフローラ 牝7鹿 55

54 ☆井上 敏樹永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B454－ 42：43．34 163．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 17，071，100円 複勝： 22，170，700円 枠連： 9，132，900円
馬連： 28，843，100円 馬単： 14，515，800円 ワイド： 19，390，300円
3連複： 38，922，900円 3連単： 54，124，200円 計： 204，171，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 230円 � 160円 � 670円 枠 連（2－7） 420円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 490円 �� 2，140円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 7，450円 3 連 単 ��� 46，430円

票 数

単勝票数 計 170711 的中 � 17261（3番人気）
複勝票数 計 221707 的中 � 24831（4番人気）� 47004（1番人気）� 6473（9番人気）
枠連票数 計 91329 的中 （2－7） 16625（1番人気）
馬連票数 計 288431 的中 �� 20910（2番人気）
馬単票数 計 145158 的中 �� 3665（8番人気）
ワイド票数 計 193903 的中 �� 11077（2番人気）�� 2211（30番人気）�� 3403（24番人気）
3連複票数 計 389229 的中 ��� 3916（31番人気）
3連単票数 計 541242 的中 ��� 845（183番人気）

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

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�
13．2―25．0―37．7―50．2―1：02．8―1：14．5―1：27．0―1：39．3―1：51．8―2：04．1―2：16．4―2：28．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャポニカーラ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．12．20 中山1着

2012．1．27生 牝5黒鹿 母 グリッターカーラ 母母 フサイチエアデール 18戦3勝 賞金 33，486，000円
※ムーンドロップ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3103211月11日 小雨 良 （29福島3）第3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）

若手騎手，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

12 ウィズアットレース 牝5黒鹿 55
54 ☆井上 敏樹岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 426＋ 21：09．7 5．7�

816 アマルティア 牝4黒鹿 55
52 ▲菊沢 一樹�ターフ・スポート作田 誠二 日高 幾千世牧場 452－ 41：10．01� 13．4�

59 シセイカスガ 牡6黒鹿 57
54 ▲富田 暁猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 408－141：10．21 23．2�

714 ラ ソ 牝3黒鹿 54
53 ☆城戸 義政西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 村上 欽哉 434± 01：10．3� 120．1�

23 ナッツスター 牡4鹿 57
55 △伴 啓太早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 2 〃 アタマ 48．3�

36 メイショウラバンド 牝6鹿 55
52 ▲川又 賢治松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 466－ 21：10．4クビ 5．3	

510 カネトシブレス 牝4鹿 55 原田 和真兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 452－ 6 〃 ハナ 10．0

11 ハッシュタグ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 460－ 61：10．5� 6．1�
24 ゼーリムニル 牝4鹿 55 藤懸 貴志一村 哲也氏 �島 一歩 日高 高山牧場 B476－16 〃 クビ 30．3�
35 � タイセイプロスパー 牡3栗 56

53 ▲横山 武史田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 谷川牧場 500－ 2 〃 ハナ 42．6
713 コスモプラシデス 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 6 〃 ハナ 4．1�
611 スノードーナツ 牝3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 474－ 41：10．6� 11．6�
47 ダノングランツ 牡4青 57

56 ☆坂井 瑠星�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 456± 01：10．7クビ 76．3�
48 ジェルミナーレ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 初也�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 丸幸小林牧場 440－101：10．91� 18．2�
612 ラブユーミー 牝3鹿 54 中井 裕二増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 B496＋ 21：11．32� 57．5�
815� メメシャルドネ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也本谷 兼三氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 410－171：12．68 77．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，533，800円 複勝： 21，790，800円 枠連： 10，967，600円
馬連： 35，488，600円 馬単： 16，306，000円 ワイド： 22，274，000円
3連複： 48，098，700円 3連単： 63，520，100円 計： 233，979，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 210円 � 390円 � 490円 枠 連（1－8） 1，890円

馬 連 �� 4，460円 馬 単 �� 8，640円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 1，520円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 19，740円 3 連 単 ��� 98，820円

票 数

単勝票数 計 155338 的中 � 21453（3番人気）
複勝票数 計 217908 的中 � 32711（2番人気）� 13660（7番人気）� 10313（8番人気）
枠連票数 計 109676 的中 （1－8） 4489（9番人気）
馬連票数 計 354886 的中 �� 6163（20番人気）
馬単票数 計 163060 的中 �� 1415（38番人気）
ワイド票数 計 222740 的中 �� 3925（19番人気）�� 3789（21番人気）�� 2523（30番人気）
3連複票数 計 480987 的中 ��� 1827（71番人気）
3連単票数 計 635201 的中 ��� 466（368番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．1―11．7―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．1―45．8―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィズアットレース �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．9．13 新潟3着

2012．4．30生 牝5黒鹿 母 シルキーウィズ 母母 グレイスカップ 22戦2勝 賞金 25，400，000円
〔その他〕 コスモプラシデス号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 シェヴェルニー号



3103311月11日 小雨 良 （29福島3）第3日 第9競走 ��1，150�サラブレッド系3歳以上
発走14時10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

36 ブレイヴバローズ 牡3黒鹿56 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 470＋ 61：08．3 3．9�
816 タイセイマルス 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 464± 01：08．93� 6．7�
48 ビ バ ラ ビ ダ 牝4鹿 55 長岡 禎仁桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 472－ 21：09．43 17．4�
815 メイショウマイカゼ 牝4黒鹿 55

54 ☆�島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 450± 01：09．5� 5．7�
612 オリエンタルダンス 牝5黒鹿 55

52 ▲川又 賢治 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－101：09．6クビ 7．6�

510 マコトパパヴェロ 牝3栗 54 津村 明秀	ディアマント 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 490＋ 21：09．7� 15．4

713 クラウンヴォルカン 牡4青 57 荻野 琢真矢野 恭裕氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 498－ 8 〃 ハナ 11．2�
611 スマートシャヒーン 牡3芦 56

53 ▲富田 暁大川 徹氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 482－ 21：09．91	 8．6�
23 スズカオーショウ 牡6栗 57

54 ▲菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 B514＋ 41：10．75 32．1
47 ショウサンルヴィア 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 464＋10 〃 クビ 144．3�
35 ツーエムアーマー 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太村上 憲政氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 478－ 21：10．8クビ 82．3�
714 ウインクルチェリー 牝3鹿 54

53 ☆城戸 義政塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 498－ 2 〃 クビ 15．8�
12 グランパルファン 牝4鹿 55 水口 優也 	ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 456－ 81：10．9� 24．0�
24 サ ノ ラ ブ 牝3青鹿54 中井 裕二佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 沖田牧場 474－ 21：11．43 43．2�
11 オレオールカフェ 牡4黒鹿 57

54 ▲横山 武史西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 458＋ 61：11．71� 40．6�
59 クラウンジューン 牡5鹿 57 西田雄一郎	クラウン 伊藤 伸一 日高 クラウン日高牧場 476－ 8 （競走中止） 78．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，486，900円 複勝： 27，249，500円 枠連： 12，899，100円
馬連： 38，653，400円 馬単： 18，110，300円 ワイド： 26，761，400円
3連複： 54，090，200円 3連単： 72，684，900円 計： 266，935，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 220円 � 370円 枠 連（3－8） 710円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，370円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 8，720円 3 連 単 ��� 35，870円

票 数

単勝票数 計 164869 的中 � 33691（1番人気）
複勝票数 計 272495 的中 � 40581（2番人気）� 34156（3番人気）� 16351（7番人気）
枠連票数 計 128991 的中 （3－8） 13898（2番人気）
馬連票数 計 386534 的中 �� 14272（3番人気）
馬単票数 計 181103 的中 �� 4461（2番人気）
ワイド票数 計 267614 的中 �� 7674（4番人気）�� 4981（15番人気）�� 4245（22番人気）
3連複票数 計 540902 的中 ��� 4647（20番人気）
3連単票数 計 726849 的中 ��� 1469（63番人気）

ハロンタイム 9．4―10．7―11．2―12．4―12．3―12．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．1―31．3―43．7―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブレイヴバローズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Miswaki デビュー 2016．10．8 京都2着

2014．5．13生 牡3黒鹿 母 ネ ガ ノ 母母 Madame Treasurer 11戦2勝 賞金 28，127，000円
〔発走状況〕 クラウンジューン号は，発進不良〔枠内膠着〕。
〔競走中止〕 クラウンジューン号は，発馬機内で膠着し，発進後に競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 クラウンジューン号は，平成29年11月12日から平成29年12月11日まで出走停止。停止期間の満

了後に開催競馬場で発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ソービック号
（非抽選馬） 2頭 タイセイラビッシュ号・マイティジャック号

3103411月11日 小雨 良 （29福島3）第3日 第10競走 ��
��2，000�

み は る こ ま

三 春 駒 特 別
発走14時45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 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

58 ジャーミネイト 牡3鹿 55 石橋 脩 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 42：00．0 4．6�

712 リリーモントルー 牡3鹿 55 菱田 裕二土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 426－ 42：00．1� 24．5�
57 ハ ウ エ バ ー 牡3栗 55 津村 明秀古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 410± 02：00．2� 33．0�
711 レンジャックマン 牡3鹿 55 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 442－ 62：00．41� 9．3�
813	 マイネルツィール 牡4鹿 57 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 484± 0 〃 ハナ 7．6�
11 ブラックカード 牡3黒鹿55 秋山真一郎岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 448－ 4 〃 ハナ 5．6	
610 マヤノピナクル 牡4鹿 57 勝浦 正樹田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B452－ 62：01．03� 6．3

45 
 カスタディーヴァ 牝3白 51 吉田 隼人ディアレストクラブ� 田村 康仁 新 Windsor Park

Stud Ltd 458＋ 2 〃 ハナ 16．6�
22 マツリダウメキチ 牡3鹿 55 丸田 恭介髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B480－ 42：01．1� 46．4
814	 ハッピーチャンス 牝4鹿 55 木幡 巧也馬場 幸夫氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 474－ 42：01．31� 209．5�
34 アイファーマグオー 牡5栗 57 水口 優也中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 506－ 62：02．15 279．9�
33 クラウンマグマ 牡4黒鹿57 丸山 元気矢野 恭裕氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム B468－ 42：02．2クビ 107．1�
46 
 ネオヴェルザンディ 牝4鹿 55 黛 弘人小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 米 Lake Shore

Farm LLC 474－ 62：04．4大差 39．1�
69 テーオーフォルテ 牡3鹿 55 城戸 義政小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 512－ 2 （競走中止） 3．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，403，900円 複勝： 32，750，900円 枠連： 14，488，200円
馬連： 49，432，600円 馬単： 22，527，800円 ワイド： 28，498，500円
3連複： 63，951，600円 3連単： 88，719，800円 計： 320，773，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 220円 � 720円 � 810円 枠 連（5－7） 1，720円

馬 連 �� 5，850円 馬 単 �� 9，670円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 2，090円 �� 6，910円

3 連 複 ��� 43，400円 3 連 単 ��� 187，520円

票 数

単勝票数 計 204039 的中 � 34883（2番人気）
複勝票数 計 327509 的中 � 47423（4番人気）� 10761（9番人気）� 9388（10番人気）
枠連票数 計 144882 的中 （5－7） 6509（9番人気）
馬連票数 計 494326 的中 �� 6546（21番人気）
馬単票数 計 225278 的中 �� 1747（37番人気）
ワイド票数 計 284985 的中 �� 4030（21番人気）�� 3537（22番人気）�� 1044（50番人気）
3連複票数 計 639516 的中 ��� 1105（104番人気）
3連単票数 計 887198 的中 ��� 343（549番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．5―12．3―12．6―12．3―12．0―12．1―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―23．1―34．6―46．9―59．5―1：11．8―1：23．8―1：35．9―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャーミネイト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．8．14 新潟6着

2014．3．29生 牡3鹿 母 クラックシード 母母 ファビラスキャット 10戦2勝 賞金 23，518，000円
〔競走中止〕 テーオーフォルテ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 ネオヴェルザンディ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※アイファーマグオー号・ハッピーチャンス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3103511月11日 小雨 良 （29福島3）第3日 第11競走 ��
��1，700�福 島 放 送 賞

発走15時20分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

福島放送賞（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 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

22 ショートストーリー 牡4黒鹿57 加藤 祥太 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488± 01：45．9 5．2�

712 コティニャック 牡5青鹿57 丸山 元気伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 B516－161：46．11� 4．6�

610 アスターゴールド 牡3栗 55 田中 健加藤 久枝氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 496－ 21：46．31� 3．4�
35 ディグニファイド 	5栗 57 中谷 雄太 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B524－ 41：46．61� 81．1�
58 メイプルレインボー 牡5栗 57 長岡 禎仁節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 496± 0 〃 ハナ 41．8�
815 レコンキスタ 牡3栗 55 井上 敏樹村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B500＋ 6 〃 クビ 14．5	
46 ピントゥリッキオ 牝4鹿 55 
島 克駿大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社

松田牧場 458＋ 81：46．8� 36．4

814 パレスハングリー 牝3黒鹿53 村田 一誠西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 462＋ 21：47．01 27．0�
713 ハイヴォルテージ 牡5栗 57 木幡 初也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 452－ 8 〃 アタマ 264．4
34 タマモアタック 牡5鹿 57 津村 明秀タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 470－ 81：47．21� 3．8�
11 エ イ ム ハ イ 牡5鹿 57 北村 友一前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 61：47．41� 58．5�
47 メイショウマトイ 牡3鹿 55 黛 弘人松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 466－ 41：47．72 16．3�
611 セルリアンラビット 牡8鹿 57 中井 裕二�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 454－ 21：47．91� 153．4�
59 ティープラズマ 牝4黒鹿55 城戸 義政深見 富朗氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 466－ 81：49．17 35．6�
23 ゴーイングベル 牡7芦 57 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 520＋ 21：49．42 154．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，820，600円 複勝： 45，392，700円 枠連： 27，128，000円
馬連： 124，091，500円 馬単： 51，510，000円 ワイド： 54，206，800円
3連複： 168，947，900円 3連単： 239，029，500円 計： 743，127，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 170円 � 170円 枠 連（2－7） 1，530円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 460円 �� 400円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 7，700円

票 数

単勝票数 計 328206 的中 � 49581（4番人気）
複勝票数 計 453927 的中 � 77120（2番人気）� 65165（4番人気）� 70185（3番人気）
枠連票数 計 271280 的中 （2－7） 13725（6番人気）
馬連票数 計1240915 的中 �� 81267（5番人気）
馬単票数 計 515100 的中 �� 16292（10番人気）
ワイド票数 計 542068 的中 �� 29376（6番人気）�� 34717（2番人気）�� 34097（4番人気）
3連複票数 計1689479 的中 ��� 108190（2番人気）
3連単票数 計2390295 的中 ��� 22490（16番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．6―43．9―56．3―1：08．3―1：20．9―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショートストーリー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Capote デビュー 2016．4．23 京都9着

2013．5．8生 牡4黒鹿 母 ライフストーリー 母母 Outstandingly 16戦4勝 賞金 59，633，000円
〔制裁〕 コティニャック号の騎手丸山元気は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15番・10番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダイチヴュルデ号
（非抽選馬） 5頭 アンプラグド号・コスモバーダン号・セイカエドミザカ号・レディーピンク号・ロックキャンディ号

3103611月11日 小雨 良 （29福島3）第3日 第12競走 ��
��1，200�

そ う ま

相 馬 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 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

23 � サダムリスペクト 牡5鹿 57 石橋 脩大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 神垣 道弘 474＋ 61：09．5 13．1�
34 ケ ル ベ ロ ス 牡4黒鹿57 吉田 隼人菊地 祐司氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 434－ 8 〃 クビ 2．0�
47 クリノスーアンコー 牡5青鹿57 秋山真一郎栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 506－181：09．71 7．1�
35 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 448－ 21：09．8
 29．1�
11 �� トーセンアルバータ 牝4鹿 55 丸田 恭介島川 �哉氏 古賀 史生 豪

Arrowfield Pastoral Pty
Ltd, Planette Thorough-
bred Trading, Belford Pr

480＋ 2 〃 ハナ 21．0�
611 タイキラトナンジュ 牡5鹿 57 勝浦 正樹	大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 456＋ 2 〃 アタマ 13．9

713 フェルクレール 牝4芦 55 嶋田 純次米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 426－ 41：09．9� 19．8�
59 ラブローレル 牝5青鹿55 中井 裕二増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 424－ 4 〃 アタマ 28．6�
46 シェヴェルニー 牝4黒鹿55 杉原 誠人	ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 430－ 6 〃 ハナ 169．2
610� ハクユウロゼ 牝3鹿 54 菊沢 一樹 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか 山本 昇寿 466＋ 2 〃 アタマ 144．5�
815� マイネルアムニス 牡3芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph
Berglar 488－ 61：10．0� 5．7�

22 フジワンキララ 牝3芦 54 木幡 初也�富士開発 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ
ファーム B474＋ 21：10．42� 68．4�

712�� シラーグランツ 牝4芦 55 菱田 裕二 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 米 Double K

LLC B458＋ 21：11．03� 196．5�
814 バトルグランドリイ 牝4鹿 55 江田 照男飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 446± 01：11．63� 51．5�
58 � ル イ 牡3鹿 56 川又 賢治西山 茂行氏 森 秀行 米 Rock Ridge Thor-

oughbreds, LLC B524－ 21：12．02� 12．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，491，300円 複勝： 36，904，800円 枠連： 17，216，800円
馬連： 70，553，500円 馬単： 31，622，800円 ワイド： 40，317，300円
3連複： 90，216，200円 3連単： 127，425，800円 計： 444，748，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 270円 � 130円 � 190円 枠 連（2－3） 1，270円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 4，490円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，070円 �� 430円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 26，150円

票 数

単勝票数 計 304913 的中 � 18602（5番人気）
複勝票数 計 369048 的中 � 26404（4番人気）� 103046（1番人気）� 44324（3番人気）
枠連票数 計 172168 的中 （2－3） 10470（5番人気）
馬連票数 計 705535 的中 �� 32162（4番人気）
馬単票数 計 316228 的中 �� 5272（15番人気）
ワイド票数 計 403173 的中 �� 16892（4番人気）�� 9130（12番人気）�� 25684（2番人気）
3連複票数 計 902162 的中 ��� 19784（7番人気）
3連単票数 計1274258 的中 ��� 3532（58番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．0―11．8―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．6―45．4―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サダムリスペクト �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 サクラユタカオー （1戦0勝 賞金 2，300，000円）

2012．4．7生 牡5鹿 母 ハナランマン 母母 ファイトボロン 27戦1勝 賞金 29，660，000円
地方デビュー 2014．5．15 門別

※シェヴェルニー号・ハクユウロゼ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（29福島3）第3日 11月11日（土曜日） 曇後雨 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

181，800，000円
2，530，000円
18，060，000円
1，980，000円
20，090，000円
73，041，000円
4，732，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
235，363，300円
324，573，700円
143，848，800円
522，533，800円
244，715，500円
319，050，800円
723，802，600円
959，186，800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 3，473，075，300円

総入場人員 8，506名 （有料入場人員 6，733名）
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