
3104911月18日 曇 良 （29福島3）第5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

35 サンドクイーン 牝2栗 54 菱田 裕二�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 494－101：10．2 7．8�
36 マリノディアナ 牝2青鹿54 勝浦 正樹和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 428＋ 2 〃 クビ 4．6�
24 エルモアレッタ 牝2栗 54 杉原 誠人田頭 勇貴氏 小西 一男 浦河 笹地牧場 460＋ 21：10．73 14．5�
611 クオーレカルド 牝2黒鹿 54

51 ▲富田 暁岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 萩澤 國男 426± 01：10．8クビ 36．7�
48 サノノタテヤマ 牡2鹿 55

52 ▲藤田菜七子佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 454± 0 〃 アタマ 6．1�
815 ド リ ュ ウ 牡2栗 55 江田 照男	ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 430＋ 21：11．01� 10．7

47 ストレイシープ 牝2栗 54 丸山 元気 Him Rock Racing 和田 雄二 浦河 �川 啓一 464＋ 6 〃 アタマ 2．6�
714 ドナキンバリー 牝2栗 54 津村 明秀小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 426－ 61：11．31� 91．6�
59 アリーヤベント 牝2黒鹿 54

52 △伴 啓太馬目 卓氏 萱野 浩二 新ひだか カタオカステーブル 456＋ 8 〃 クビ 84．6
612 イ ナ ン ナ 牝2鹿 54 長岡 禎仁北所 直人氏 竹内 正洋 新ひだか 沖田 忠幸 456± 0 〃 ハナ 70．4�
713 サクラトップライフ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也�トップフェロウ武市 康男 新ひだか 千代田牧場 442－ 21：11．51� 170．6�
12 パ ス ポ ー ト 牝2黒鹿 54

53 ☆城戸 義政	ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 442＋101：12．77 147．6�
816 バッカルコーン 牝2青鹿54 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 �川 啓一 424－ 61：12．8� 90．4�
11 ククリナイフ 牡2黒鹿55 大庭 和弥田頭 勇貴氏 谷原 義明 日高 豊洋牧場 428－ 41：13．54 254．6�
23 レ ッ プ ウ 牡2鹿 55

52 ▲横山 武史ケンレーシング組合 小野 次郎 浦河 鎌田 正嗣 462＋ 61：14．56 22．8�
510 マリナアンナ 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹萩原 和矢氏 浅野洋一郎 新ひだか 千代田牧場 412－141：16．6大差 217．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，815，600円 複勝： 24，340，500円 枠連： 8，339，900円
馬連： 27，499，800円 馬単： 14，453，300円 ワイド： 19，346，800円
3連複： 43，317，400円 3連単： 51，161，500円 計： 202，274，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 230円 � 180円 � 320円 枠 連（3－3） 1，810円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，150円 �� 790円

3 連 複 ��� 4，810円 3 連 単 ��� 25，400円

票 数

単勝票数 計 138156 的中 � 14857（4番人気）
複勝票数 計 243405 的中 � 26830（4番人気）� 41801（2番人気）� 17406（6番人気）
枠連票数 計 83399 的中 （3－3） 3555（7番人気）
馬連票数 計 274998 的中 �� 12693（7番人気）
馬単票数 計 144533 的中 �� 3099（15番人気）
ワイド票数 計 193468 的中 �� 8541（7番人気）�� 4169（15番人気）�� 6258（9番人気）
3連複票数 計 433174 的中 ��� 6753（16番人気）
3連単票数 計 511615 的中 ��� 1460（78番人気）

ハロンタイム 9．7―10．9―11．5―12．3―12．5―13．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．6―32．1―44．4―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．1
3 ・（5，6）11（12，15，16）7，14，13（4，8）－9，2，10－1－3 4 ・（5，6）11（15，16）12（7，14）（13，8）4，9－2－1，10＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンドクイーン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2017．7．22 中京7着

2015．2．12生 牝2栗 母 フィエラメンテ 母母 フェアリードール 5戦1勝 賞金 7，800，000円
〔その他〕 レップウ号は，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。

マリナアンナ号は，競走中に疾病〔右前繋靭帯不全断裂〕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。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 カシノベスト号

3105011月18日 曇 良 （29福島3）第5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

58 イェドプリオル 牡5青鹿57 中谷 雄太�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 518－ 81：46．9 24．3�
22 ボ ナ パ ル ト 牡3鹿 55 丸田 恭介幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム B506＋ 8 〃 クビ 3．9�
34 アテンフェスタ 牡4栗 57

56 ☆�島 克駿河村 �平氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 500＋ 21：47．0クビ 8．2�
59 ロードソリスト 牡3鹿 55 丸山 元気 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 440－ 6 〃 クビ 17．3�
46 ダノンプレシャス 牡4青鹿57 津村 明秀�ダノックス 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 462－ 81：47．1� 1．8	
35 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 450＋ 41：47．41� 103．1

23 � メイショウナンプウ 牡3青鹿55 江田 照男松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B480± 01：47．61� 51．5�
11 グ リ ト ニ ル 牡3鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 432＋12 〃 アタマ 47．6�
713 クレスコブレイブ 牡3栗 55 菱田 裕二堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 526－ 2 〃 クビ 13．0
815 モアニレフア 牝5青鹿55 杉原 誠人北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456＋ 61：47．7� 265．4�
47 � ランニングウインド 牡3鹿 55 横山 和生島川 �哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 488－141：48．12� 22．6�
712 グロースアルティヒ 牡3鹿 55 黛 弘人白井 岳氏 黒岩 陽一 浦河 絵笛牧場 486＋121：48．31� 187．1�
611 ペプチドホープ 牡3鹿 55

52 ▲富田 暁沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 466－ 61：48．4� 27．4�
610 カ ラ ー ラ 牝3鹿 53

52 ☆木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 440± 01：49．25 181．0�
814� テンエイロータス 	4黒鹿57 吉田 隼人熊坂 俊一氏 伊藤 正徳 福島 農事組合法人

天栄牧場 470－ 21：49．73 100．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 13，802，200円 複勝： 31，081，200円 枠連： 7，031，600円
馬連： 25，792，100円 馬単： 15，440，600円 ワイド： 16，041，400円
3連複： 36，716，100円 3連単： 54，009，300円 計： 199，914，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，430円 複 勝 � 720円 � 200円 � 310円 枠 連（2－5） 1，880円

馬 連 �� 4，700円 馬 単 �� 11，250円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，290円 �� 400円

3 連 複 ��� 5，910円 3 連 単 ��� 50，910円

票 数

単勝票数 計 138022 的中 � 4536（7番人気）
複勝票数 計 310812 的中 � 9322（7番人気）� 50026（2番人気）� 25866（3番人気）
枠連票数 計 70316 的中 （2－5） 2892（6番人気）
馬連票数 計 257921 的中 �� 4244（12番人気）
馬単票数 計 154406 的中 �� 1029（27番人気）
ワイド票数 計 160414 的中 �� 4060（11番人気）�� 3005（12番人気）�� 11283（3番人気）
3連複票数 計 367161 的中 ��� 4656（17番人気）
3連単票数 計 540093 的中 ��� 769（134番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．5―30．5―43．5―56．6―1：08．7―1：21．3―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

イェドプリオル �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2014．7．5 中京15着

2012．2．28生 牡5青鹿 母 ビービーシグナス 母母 タ ラ タ ワ ー 35戦2勝 賞金 41，250，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アンリキャトル号・スマートダイバー号・デルマキミコイシ号

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５日



3105111月18日 曇 良 （29福島3）第5日 第3競走 1，200�サラブレッド系2歳
発走10時40分 （芝・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
1：08．5
1：07．8

良
良

510 ココロストライク 牝2栗 54 丹内 祐次�服部牧場 牧 光二 浦河 フクオカファーム 450－ 61：10．0 13．8�
611 プリンシアブラスカ 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子芳川 貴行氏 久保田貴士 浦河 北俣 牧夫 426± 01：10．1� 9．4�
35 マイラティーシャ 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 428－ 41：10．2クビ 29．0�
816 クイーンズテソーロ 牝2栗 54 吉田 隼人了德寺健二氏 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 434－ 61：10．3� 1．8�
47 セレブレーション 牝2鹿 54 津村 明秀髙嶋 祐子氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 418－ 61：10．62 44．8�
612 ダ ー リ ン グ 牝2青鹿54 中井 裕二小林竜太郎氏 佐々木晶三 新冠 スカイビーチステーブル 480－ 41：10．7クビ 8．8	
815 ラッキーチャンス 牝2鹿 54 勝浦 正樹堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 日高 日西牧場 450－ 21：10．8� 16．4

36 ホクセンノマイ 牝2黒鹿54 江田 照男大野 裕氏 新開 幸一 新ひだか 坂本 智広 434＋12 〃 アタマ 211．2�
23 カクカクシカジーカ 牝2芦 54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 416＋ 21：10．9クビ 26．7�
48 ナンヨーセゾニエ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也中村 德也氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418－ 2 〃 クビ 9．2

714 メ イ モ ア ナ 牝2鹿 54
51 ▲菊沢 一樹千明牧場 池上 昌弘 日高 千明牧場 438－ 21：11．53� 90．6�

24 コントラスト 牝2鹿 54 長岡 禎仁田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 トド岩高原銀河農
場物語有限会社 466＋ 81：11．71� 359．7�

59 ティエンラン 牝2鹿 54
51 ▲横山 武史山口功一郎氏 栗田 博憲 浦河 山田牧場 446± 01：11．8� 32．1�

12 クルーズヴォイス 牝2鹿 54
53 ☆城戸 義政本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 矢野牧場 426＋ 61：12．01� 75．6�

11 ヒ ヤ シ ン ス 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 岩戸 孝樹 苫小牧 藤澤 昭勝 B464－101：12．1� 67．6�
713 グラスキューティー 牝2青鹿 54

51 ▲富田 暁半沢� 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 456－141：13．16 430．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，073，300円 複勝： 35，571，500円 枠連： 8，470，800円
馬連： 24，973，400円 馬単： 17，118，800円 ワイド： 20，494，200円
3連複： 37，186，200円 3連単： 52，446，500円 計： 214，334，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 470円 � 390円 � 920円 枠 連（5－6） 1，730円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 11，740円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 3，480円 �� 3，280円

3 連 複 ��� 36，120円 3 連 単 ��� 174，420円

票 数

単勝票数 計 180733 的中 � 11120（5番人気）
複勝票数 計 355715 的中 � 20469（5番人気）� 25372（4番人気）� 9467（8番人気）
枠連票数 計 84708 的中 （5－6） 3783（7番人気）
馬連票数 計 249734 的中 �� 3969（14番人気）
馬単票数 計 171188 的中 �� 1093（36番人気）
ワイド票数 計 204942 的中 �� 3337（15番人気）�� 1506（33番人気）�� 1600（31番人気）
3連複票数 計 371862 的中 ��� 772（88番人気）
3連単票数 計 524465 的中 ��� 218（423番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．8―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．4―46．2―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ココロストライク �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．7．1 函館3着

2015．3．31生 牝2栗 母 コウユーナナエヤエ 母母 マチカネナナエヤエ 5戦1勝 賞金 8，800，000円
〔その他〕 ダーリング号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラスキューティー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月18日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ダーリング号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年12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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ブラウンシュシュ号

3105211月18日 曇 良 （29福島3）第5日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時10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
1：48．2
1：45．9

良
良

35 トーセンクリーガー 牡2栗 55 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ
スティファーム 480＋ 61：49．3 3．4�

47 メイドインヘヴン 牡2芦 55
54 ☆�島 克駿原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 21：49．62 11．3�

11 ハーレムライン 牝2鹿 54 丸山 元気吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 458＋ 2 〃 クビ 6．9�
713 カフジフロンティア 牡2鹿 55 丸田 恭介加藤 守氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510－ 21：49．7� 6．8�
23 シャドウラーテル 牡2黒鹿55 石橋 脩橋本 征道氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 ハナ 5．9�
714 アポロレイア 牝2鹿 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 460± 01：49．91� 29．4	
510 ヴィオローネ 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太 
社台レースホース中尾 秀正 千歳 社台ファーム 448－ 41：50．0クビ 6．4�
36 アルマトップエンド 牡2栗 55

53 △伴 啓太コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 488＋26 〃 クビ 389．8�
815 ハローダーリン 牡2鹿 55

52 ▲横山 武史井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 山口 忠彦 464－ 41：50．31	 177．2
12 ソングオブローラン 牡2鹿 55 丹内 祐次 
コスモヴューファーム 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 508± 01：50．4� 40．2�
816 ハシレウマザンマイ 牝2栗 54

53 ☆木幡 巧也鈴木 慈雄氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 422－ 4 〃 クビ 199．4�
612 ファイアプルーフ 牡2黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 496＋ 21：50．5クビ 10．7�

24 フェアリーソング 牝2鹿 54 菱田 裕二髙橋 正雄氏 加藤 征弘 むかわ 市川牧場 422± 01：50．82 89．6�
611 スタートレイン 牡2青鹿55 江田 勇亮山口 裕介氏 田村 康仁 日高 門別 敏朗 424＋ 21：51．01� 136．4�
48 カノウムスビ 牡2栗 55 中谷 雄太吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 496－141：51．21� 195．1�
59 シーブライド 牝2黒鹿54 勝浦 正樹和田 志保氏 武市 康男 新冠 長浜牧場 436± 01：52．05 311．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，061，200円 複勝： 27，454，500円 枠連： 8，709，900円
馬連： 30，793，700円 馬単： 16，113，000円 ワイド： 20，853，600円
3連複： 41，578，600円 3連単： 49，827，000円 計： 212，391，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 290円 � 190円 枠 連（3－4） 1，780円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 760円 �� 440円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 17，480円

票 数

単勝票数 計 170612 的中 � 41823（1番人気）
複勝票数 計 274545 的中 � 58332（1番人気）� 19877（6番人気）� 37700（3番人気）
枠連票数 計 87099 的中 （3－4） 3780（9番人気）
馬連票数 計 307937 的中 �� 12180（8番人気）
馬単票数 計 161130 的中 �� 4494（7番人気）
ワイド票数 計 208536 的中 �� 6901（11番人気）�� 13042（1番人気）�� 4910（14番人気）
3連複票数 計 415786 的中 ��� 9440（9番人気）
3連単票数 計 498270 的中 ��� 2066（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―35．0―47．8―1：00．6―1：13．1―1：25．3―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンクリーガー �
�
父 トーセンロレンス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．8．19 札幌5着

2015．4．25生 牡2栗 母 トーセンスクリュー 母母 タイムレスツイスト 4戦1勝 賞金 7，700，000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。
（非抽選馬） 1頭 スガノスマイル号



3105311月18日 曇 良 （29福島3）第5日 第5競走 2，000�サラブレッド系2歳
発走12時00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
1：59．9
1：59．8

良
良

66 ロサグラウカ 牝2黒鹿54 石橋 脩 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 440 ―2：05．9 1．4�
811 テンタマユキノブ 牡2栗 55 丹内 祐次澤田 孝之氏 尾形 和幸 浦河 村下 清志 438 ―2：06．11� 7．4�
67 マヤノガルネリ �2鹿 55

54 ☆木幡 巧也田所 英子氏 牧 光二 平取 協栄組合 444 ―2：06．2� 40．1�
11 ラヴファンシフル 牝2鹿 54 丸田 恭介 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 480 ―2：06．41� 15．1�
55 スナップドラゴン 牝2栗 54 吉田 隼人石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 下河辺牧場 442 ― 〃 クビ 12．2�
810 ウインレーヴドール 牡2黒鹿55 津村 明秀	ウイン 奥村 武 新冠 コスモヴューファーム 458 ― 〃 ハナ 30．7

44 ヒューリスティクス �2鹿 55 勝浦 正樹池谷 誠一氏 竹内 正洋 むかわ 上水牧場 508 ―2：06．5クビ 15．0�
79 ホウオウサマンサ 牝2栗 54 丸山 元気小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 460 ―2：08．8大差 18．3�
78 ハンゲキノノロシ 牡2鹿 55 黛 弘人福田 光博氏 和田 雄二 むかわ ヤマイチ牧場 446 ―2：09．12 112．6
33 モズオラクル 牡2栗 55 菱田 裕二 	キャピタル・システム 飯田 祐史 新ひだか 野坂牧場 492 ―2：09．31� 23．2�
22 スマートジュール 牡2芦 55 長岡 禎仁トニー倶楽部 星野 忍 日高

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 476 ― （競走中止） 158．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 17，996，200円 複勝： 45，105，100円 枠連： 6，402，400円
馬連： 23，045，500円 馬単： 18，192，300円 ワイド： 16，337，900円
3連複： 31，793，800円 3連単： 58，952，600円 計： 217，825，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 460円 枠 連（6－8） 320円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 230円 �� 720円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 5，630円

票 数

単勝票数 計 179962 的中 � 100908（1番人気）
複勝票数 計 451051 的中 � 320908（1番人気）� 32978（2番人気）� 6371（9番人気）
枠連票数 計 64024 的中 （6－8） 15117（1番人気）
馬連票数 計 230455 的中 �� 40828（1番人気）
馬単票数 計 181923 的中 �� 25856（1番人気）
ワイド票数 計 163379 的中 �� 21454（1番人気）�� 5361（7番人気）�� 1982（22番人気）
3連複票数 計 317938 的中 ��� 9232（9番人気）
3連単票数 計 589526 的中 ��� 7585（13番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―12．7―13．0―13．6―13．2―12．6―12．5―11．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．3―38．0―51．0―1：04．6―1：17．8―1：30．4―1：42．9―1：54．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．5
1
3
・（4，5，8）（3，6）7，9（1，11）－10＝2・（4，5）8，6（3，7）（11，9）1，10

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

勝馬の
紹 介

ロサグラウカ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2015．5．4生 牝2黒鹿 母 ローザブランカ 母母 ロ ー ズ バ ド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 スマートジュール号は，競走中に異常歩様となったため3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 スマートジュール号は，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。

3105411月18日 曇 良 （29福島3）第5日 第6競走 1，150�サラブレッド系3歳以上
発走12時30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

714 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 492＋ 21：09．0 5．3�

24 ク ー リ ュ 牝3鹿 54
51 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 466± 01：09．31� 4．5�

510 トウケイフクキタル 牡4栗 57
56 ☆加藤 祥太木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 472－ 41：09．72� 13．2�

59 ナガラブルボン 牡6鹿 57
54 ▲横山 武史長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 グラストレーニ

ングセンター 474－221：09．8� 13．7�
816 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 B478－ 41：10．11� 19．6�
815� シャイニングカフェ 牡5黒鹿57 二本柳 壮西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 522＋ 4 〃 ハナ 42．5	
48 トモジャポルックス 牡4芦 57 津村 明秀吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 478＋101：10．2� 34．6

36 � パルクリール 牝3黒鹿54 嶋田 純次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 61：10．41� 147．2�
611 プラントアゲン 牝5黒鹿55 吉田 隼人浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 富田 恭司 470＋ 41：10．5� 22．5�
23 ピアレスピンク 牝5黒鹿55 �島 良太 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 496± 01：10．6クビ 35．8
11 ホウロクダマ 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 526－201：10．7� 16．5�

35 フジワンエンジェル 牝4鹿 55 丹内 祐次�富士開発 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 454－ 81：10．8クビ 203．1�
612 ショーアッシ 牡3鹿 56 中谷 雄太吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 松田牧場 500＋ 61：10．9� 26．3�
713 ロワゾブルー 牡4黒鹿57 菱田 裕二吉田 千津氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 512＋ 61：11．75 16．8�
47 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 468＋ 41：11．8� 2．9�
12 ラガーユミリン 牝3鹿 54

53 ☆城戸 義政奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 448－ 41：12．33 66．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，605，400円 複勝： 26，416，000円 枠連： 9，640，100円
馬連： 32，271，300円 馬単： 15，128，000円 ワイド： 22，806，100円
3連複： 45，905，200円 3連単： 52，060，800円 計： 220，832，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 190円 � 310円 枠 連（2－7） 970円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 590円 �� 990円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 5，800円 3 連 単 ��� 30，050円

票 数

単勝票数 計 166054 的中 � 24864（3番人気）
複勝票数 計 264160 的中 � 50905（2番人気）� 35588（3番人気）� 17931（5番人気）
枠連票数 計 96401 的中 （2－7） 7638（3番人気）
馬連票数 計 322713 的中 �� 19880（3番人気）
馬単票数 計 151280 的中 �� 3524（7番人気）
ワイド票数 計 228061 的中 �� 10376（3番人気）�� 5824（9番人気）�� 4755（10番人気）
3連複票数 計 459052 的中 ��� 5927（15番人気）
3連単票数 計 520608 的中 ��� 1256（69番人気）

ハロンタイム 9．8―10．9―11．6―12．2―12．0―12．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．8―20．7―32．3―44．5―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラピッドライズ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Vicar デビュー 2016．6．12 東京6着

2013．1．27生 牝4青鹿 母 ラピーダシャリナ 母母 Barbarika 14戦2勝 賞金 17，870，000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 スナークライデン号



3105511月18日 曇 良 （29福島3）第5日 第7競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時00分 （芝・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
1：07．0
1：06．5

良
良

611 ジョンブリアン 牝4黒鹿55 津村 明秀 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 464－ 21：09．5 6．7�
11 ビービーバーレスク 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 486－ 61：09．6� 20．1�
35 タニマサガール 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 436＋101：09．81 11．3�
48 シエルブラン 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 444＋ 61：09．9� 3．2�
23 グリニッチヴィレジ 牝4黒鹿55 江田 照男 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 438－ 6 〃 クビ 21．8	
510 アンジェリー 牝5黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 462＋ 61：10．0� 36．4

816 トワイライトライフ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 6 〃 アタマ 14．9�

714 キラービューティ 牝3栗 54 藤懸 貴志 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 ハナ 12．2�
12 キョウワヒラリー 牝3鹿 54 菱田 裕二�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 482＋ 21：10．21� 7．5
24 � ソ ラ ー レ 牝4青鹿 55

54 ☆加藤 祥太阿部東亜子氏 羽月 友彦 えりも 能登 浩 458－ 41：10．3� 97．0�
612 ペイシャゲラン 牝3栗 54 丸山 元気北所 直人氏 松永 康利 日高 碧雲牧場 444± 01：10．51 7．6�
59 ニシノエアレス 牝3栗 54 吉田 隼人西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 448± 0 〃 ハナ 17．3�
36 ユトリチャン 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史田端 修氏 的場 均 新冠 安達 洋生 414＋ 21：10．6� 11．3�
713 ブリリアントアート 牝3黒鹿54 丹内 祐次山田 弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 408－ 41：10．92 158．6�
47 ユ ッ セ 牝4栗 55 嶋田 純次�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社

松田牧場 484＋ 81：11．32� 109．0�
815� サンデーストリート 牝3黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹戸賀 智子氏 中舘 英二 平取 清水牧場 462－191：12．15 194．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，699，800円 複勝： 28，390，400円 枠連： 11，176，100円
馬連： 35，601，200円 馬単： 17，325，300円 ワイド： 26，449，900円
3連複： 52，065，900円 3連単： 62，224，900円 計： 251，933，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 280円 � 720円 � 470円 枠 連（1－6） 1，360円

馬 連 �� 7，840円 馬 単 �� 13，860円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 1，750円 �� 4，750円

3 連 複 ��� 46，040円 3 連 単 ��� 246，510円

票 数

単勝票数 計 186998 的中 � 22065（2番人気）
複勝票数 計 283904 的中 � 30168（3番人気）� 9493（11番人気）� 15485（9番人気）
枠連票数 計 111761 的中 （1－6） 6354（5番人気）
馬連票数 計 356012 的中 �� 3518（38番人気）
馬単票数 計 173253 的中 �� 937（62番人気）
ワイド票数 計 264499 的中 �� 2669（38番人気）�� 3955（21番人気）�� 1416（58番人気）
3連複票数 計 520659 的中 ��� 848（162番人気）
3連単票数 計 622249 的中 ��� 183（893番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―12．0―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―46．1―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョンブリアン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Zafonic デビュー 2016．2．20 小倉9着

2013．2．19生 牝4黒鹿 母 シ ェ ン ク 母母 Buckwig 13戦2勝 賞金 17，950，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔制裁〕 アンジェリー号の騎手木幡巧也は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：14番・16番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 クールファンタジー号

3105611月18日 曇 良 （29福島3）第5日 第8競走 1，800�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
1：45．3
1：43．9

良
良

47 シャンティローザ 牝3青鹿 53
52 ☆�島 克駿星野 康三氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 456± 01：47．3 10．4�

816 ミ ネ ッ ト 牝4鹿 55 杉原 誠人窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 454± 01：47．4� 4．0�
59 ラハトケレブ 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 クビ 55．9�
12 ティーエスクライ 牝5芦 55

54 ☆城戸 義政田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 458－ 41：47．61� 14．9�
11 アルケミスト 牝4鹿 55

52 ▲菊沢 一樹�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 436－ 2 〃 アタマ 31．4�
611 ダークネブラス 牡5青鹿 57

56 ☆木幡 初也 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472± 01：47．91� 6．3	

24 ジ ャ コ マ ル 牡3鹿 55
52 ▲横山 武史晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 460＋201：48．21� 8．6


510� ミトノグラス 牡4鹿 57
54 ▲富田 暁ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 476± 0 〃 クビ 5．6�

35 プレシャスギフト 牝4鹿 55
52 ▲藤田菜七子 �キャロットファーム 武井 亮 平取 坂東牧場 444＋ 11：48．3� 24．3�

612 ヤマニンリュウセイ 牡4栗 57 原田 和真土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 474－ 21：48．4� 10．3
23 ア ウ ェ イ ク 牝4鹿 55

54 ☆井上 敏樹 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 466± 01：48．61� 8．8�
714 ス テ フ ィ ン 牡3鹿 55

54 ☆木幡 巧也手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 472＋ 21：48．91� 66．6�
48 � ロードブレイク 牡3栗 55 藤懸 貴志 �ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか ケイアイファーム 482－ 7 〃 クビ 94．4�
36 ヴィータファン 	4鹿 57 長岡 禎仁猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 470－ 41：49．64 40．0�
713� ス ト ラ ボ 牡4青鹿57 中井 裕二佐藤 壽男氏 宗像 義忠 浦河 笹島 智則 482－ 11：50．13 162．8�
815 アフィニータ 牝4鹿 55

53 △伴 啓太 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 486－ 2 （競走中止） 31．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，227，100円 複勝： 38，386，100円 枠連： 13，492，000円
馬連： 43，519，300円 馬単： 19，583，000円 ワイド： 29，667，000円
3連複： 58，583，000円 3連単： 70，689，600円 計： 297，147，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 330円 � 170円 � 1，370円 枠 連（4－8） 2，520円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 5，070円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 6，090円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 34，810円 3 連 単 ��� 177，950円

票 数

単勝票数 計 232271 的中 � 17849（7番人気）
複勝票数 計 383861 的中 � 28097（6番人気）� 78087（1番人気）� 5618（13番人気）
枠連票数 計 134920 的中 （4－8） 4146（12番人気）
馬連票数 計 435193 的中 �� 11569（11番人気）
馬単票数 計 195830 的中 �� 2896（17番人気）
ワイド票数 計 296670 的中 �� 7147（12番人気）�� 1230（64番人気）�� 1803（47番人気）
3連複票数 計 585830 的中 ��� 1262（124番人気）
3連単票数 計 706896 的中 ��� 288（630番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．6―12．3―11．9―11．9―12．0―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．3―47．6―59．5―1：11．4―1：23．4―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シャンティローザ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 El Prado デビュー 2016．10．8 東京4着

2014．3．26生 牝3青鹿 母 エポカローザ 母母 Marlene Kelly 11戦2勝 賞金 23，450，000円
〔競走中止〕 アフィニータ号は，4コーナーで前の馬に触れて転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マルターズゲイル号



3105711月18日 曇 良 （29福島3）第5日 第9競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時10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

35 ロ ジ ベ ス ト 牡3黒鹿56 吉田 隼人久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 494＋141：09．3 11．8�
611 プレシャスロード �5青鹿57 石橋 脩山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 464－ 6 〃 ハナ 9．7�
815 マイネルパッセ 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 464± 01：09．51� 8．3�
59 アドマイヤジャズ 牡5青鹿57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456－ 61：09．6クビ 28．3�
713� 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± 0 〃 クビ 3．2�
24 フェアラフィネ 牝5芦 55 丸田 恭介ディアレストクラブ� 森田 直行 日高 豊洋牧場 448± 01：09．81 33．7	
11 マ カ レ ア 牝4黒鹿55 中谷 雄太 
キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 400－181：10．01� 14．9�
23 ノリノリコユキ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿大久保和夫氏 勢司 和浩 日高 厚賀古川牧場 430－ 81：10．1� 63．6�
48 グランドロワ 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 484＋121：10．31� 13．5
12 メイショウアンカー �4黒鹿57 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B512＋ 8 〃 アタマ 50．2�
510 ヤマニンシーベリー 牝3栗 54 黛 弘人土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 446± 0 〃 ハナ 4．3�
714 ハトマークワルツ 牝3栗 54 藤懸 貴志山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 430－ 6 〃 ハナ 19．2�
36 � ハミルトンパーク �4栗 57

56 ☆木幡 巧也 �コロンバスサークル 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 484－ 91：10．51� 73．4�
47 モンスールデジール 牝3鹿 54 津村 明秀五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 442－ 21：10．71 33．6�
612 バ タ ラ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史杉澤 光雄氏 五十嵐忠男 新冠 川島牧場 470－ 41：10．91� 56．8�
816 プルメリアブーケ 牝4栗 55 長岡 禎仁吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 456－ 41：11．11� 21．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，317，900円 複勝： 35，577，400円 枠連： 14，331，100円
馬連： 45，582，700円 馬単： 21，229，700円 ワイド： 31，975，200円
3連複： 60，445，800円 3連単： 81，476，200円 計： 310，936，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 350円 � 220円 � 250円 枠 連（3－6） 4，630円

馬 連 �� 5，360円 馬 単 �� 10，370円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 1，920円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 13，680円 3 連 単 ��� 90，870円

票 数

単勝票数 計 203179 的中 � 13759（5番人気）
複勝票数 計 355774 的中 � 24103（5番人気）� 46261（3番人気）� 37067（4番人気）
枠連票数 計 143311 的中 （3－6） 2396（19番人気）
馬連票数 計 455827 的中 �� 6588（19番人気）
馬単票数 計 212297 的中 �� 1535（39番人気）
ワイド票数 計 319752 的中 �� 4074（22番人気）�� 4255（21番人気）�� 7074（9番人気）
3連複票数 計 604458 的中 ��� 3312（39番人気）
3連単票数 計 814762 的中 ��� 650（272番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―11．1―11．6―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．0―34．1―45．7―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 2，5，13，14－（7，11）（8，15）（6，9，10，12，16）（3，4）－1 4 2（5，13）14，11，15（7，8）（9，12）（6，4，10，16）3，1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロ ジ ベ ス ト �
�
父 キングズベスト �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．9．10 中山6着

2014．2．20生 牡3黒鹿 母 ワイメアビーチ 母母 リキマドレード 12戦2勝 賞金 18，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 エスケークラウン号

3105811月18日 曇 良 （29福島3）第5日 第10競走 1，700�
だ て

伊 達 特 別
発走14時45分 （ダート・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 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

610 サウスザスナイパー 牡3黒鹿55 菊沢 一樹南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 524－ 41：46．0 4．8�
47 マイネルネッツ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 486－ 61：46．1� 24．1�
34 クインズプルート 牡4栗 57 江田 照男 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 518－ 41：46．95 12．0�
58 サノノカガヤキ 牡4鹿 57 中井 裕二佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 506± 01：47．0クビ 35．3�
35 ギンザマトリックス 牡4栗 57 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 444－ 6 〃 ハナ 36．8�
611 ラ レ ー タ 牡3栗 55 石橋 脩�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 0 〃 クビ 6．0	
23 � ナポレオンズワード �4黒鹿57 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新冠 岩見牧場 480－ 4 〃 ハナ 7．1

712 ディアシューター 牡3黒鹿55 吉田 隼人ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中島牧場 504± 01：47．32 2．6�
46 ライフトップガン 牡7鹿 57 藤懸 貴志谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 谷岡 正次 496± 01：47．61� 230．5�
59 � ディスカバー 牡3鹿 55 津村 明秀村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 464－ 51：47．81� 85．8
11 � カイシュウキリシマ 牡4栗 57 黛 弘人飯村 孝男氏 青木 孝文 日高 下河辺牧場 464－101：48．12 82．1�
713 スズカミラージュ 牡4鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 武 牧場 B468－ 21：49．27 18．2�
22 インペラトーレ 牡4鹿 57 加藤 祥太吉澤 克己氏 田島 俊明 新ひだか 桜井牧場 442－ 81：50．26 324．2�
814� ブレイクエース 牡5鹿 57 丸山 元気 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 21：52．0大差 17．4�
815 シャドウウォリアー 牡3鹿 55 菱田 裕二飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482± 01：52．53 26．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，631，400円 複勝： 32，122，500円 枠連： 14，393，300円
馬連： 50，963，400円 馬単： 24，403，900円 ワイド： 30，421，600円
3連複： 67，521，800円 3連単： 91，862，300円 計： 332，320，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 580円 � 340円 枠 連（4－6） 3，030円

馬 連 �� 5，480円 馬 単 �� 8，590円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 1，030円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 16，410円 3 連 単 ��� 81，710円

票 数

単勝票数 計 206314 的中 � 34350（2番人気）
複勝票数 計 321225 的中 � 46122（3番人気）� 12587（8番人気）� 24279（5番人気）
枠連票数 計 143933 的中 （4－6） 3674（12番人気）
馬連票数 計 509634 的中 �� 7196（21番人気）
馬単票数 計 244039 的中 �� 2130（29番人気）
ワイド票数 計 304216 的中 �� 4326（24番人気）�� 7785（10番人気）�� 2687（35番人気）
3連複票数 計 675218 的中 ��� 3086（54番人気）
3連単票数 計 918623 的中 ��� 815（268番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．9―12．7―12．8―12．6―12．5―12．4―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．0―42．7―55．5―1：08．1―1：20．6―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サウスザスナイパー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．12．23 阪神1着

2014．3．30生 牡3黒鹿 母 ショウリノホホエミ 母母 アタゴパラダイス 6戦2勝 賞金 23，890，000円
〔制裁〕 シャドウウォリアー号の騎手菱田裕二は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔調教再審査〕 シャドウウォリアー号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ブレイクエース号は，4コーナー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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャドウウォリアー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月18日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カラカ号
（非抽選馬） 2頭 クラウンマグマ号・テイア号



3105911月18日 曇 良 （29福島3）第5日 第11競走 ��2，600�フルーツラインカップ
発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，28．11．19以降29．11．12まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

福島市長賞（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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

713 メイショウキトラ 牡6栗 53 �島 良太松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 490－ 22：40．5 20．8�
611 ヒメタチバナ 牝4黒鹿52 丸田 恭介岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 466± 0 〃 クビ 7．9�
23 ステイブラビッシモ 牡4鹿 56 丸山 元気草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 458－ 42：40．6� 3．1�
36 トータルソッカー 牡3栗 54 吉田 隼人渡邊 隆氏 尾形 充弘 新ひだか 真歌田中牧場 486± 02：40．81� 5．8�
510 ジ ャ ッ キ ー 牡3栗 53 津村 明秀小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 478－ 42：40．9� 28．5�
48 タケルラムセス 牡5鹿 54 勝浦 正樹森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 478＋ 2 〃 ハナ 12．3�
47 サウンドメモリー 牡6鹿 54 菱田 裕二嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 482－ 4 〃 クビ 9．4	
714 マイネルレオーネ 牡5黒鹿55 石橋 脩 
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 400－ 42：41．0� 7．7�
24 ウインティアラ 牝5鹿 50 藤田菜七子
ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 432－122：41．21� 28．4�
59 レッドアルティスタ �5鹿 54 杉原 誠人 
東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 456－ 22：41．3� 63．2
11 クリッパールート 牝5黒鹿51 木幡 初也
G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 452－18 〃 クビ 79．3�
612 ロックキャンディ 牝5黒鹿51 原田 和真
Basic 根本 康広 新冠 佐藤 信広 B512－ 2 〃 ハナ 53．4�
35 	 ハヤブサライデン 牡5鹿 53 江田 照男�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 488± 02：41．93� 69．9�
816 サンデームーティエ 牡3栗 54 丹内 祐次戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 446＋ 42：42．11� 17．8�
815 キークラッカー 牡4鹿 54 木幡 巧也北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 522－ 22：42．84 12．5�
12 クロニクルスカイ �6鹿 52 黛 弘人 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 516＋ 62：44．7大差 149．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，970，800円 複勝： 46，063，400円 枠連： 29，438，200円
馬連： 118，232，100円 馬単： 46，832，900円 ワイド： 57，054，700円
3連複： 175，900，700円 3連単： 229，652，800円 計： 733，145，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，080円 複 勝 � 500円 � 230円 � 150円 枠 連（6－7） 2，260円

馬 連 �� 8，700円 馬 単 �� 18，770円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 1，300円 �� 500円

3 連 複 ��� 7，220円 3 連 単 ��� 66，170円

票 数

単勝票数 計 299708 的中 � 11524（9番人気）
複勝票数 計 460634 的中 � 18196（9番人気）� 50227（3番人気）� 101541（1番人気）
枠連票数 計 294382 的中 （6－7） 10052（12番人気）
馬連票数 計1182321 的中 �� 10526（30番人気）
馬単票数 計 468329 的中 �� 1871（67番人気）
ワイド票数 計 570547 的中 �� 5831（28番人気）�� 11005（16番人気）�� 31803（2番人気）
3連複票数 計1759007 的中 ��� 18250（17番人気）
3連単票数 計2296528 的中 ��� 2516（204番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．6―12．6―12．5―12．8―12．8―12．9―12．2―11．4―11．9―11．9―12．5

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―24．4―37．0―49．6―1：02．1―1：14．9―1：27．7―1：40．6―1：52．8―2：04．2―2：16．1―2：28．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．7―3F36．3
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウキトラ �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2013．12．23 阪神5着

2011．3．24生 牡6栗 母 イエロージャケット 母母 オペラハナミ 33戦2勝 賞金 41，357，000円
［他本会外：1戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 コウキチョウサン号・コスモバーダン号・マイネルフレスコ号

3106011月18日 曇 良 （29福島3）第5日 第12競走 ��2，000�
た か ゆ お ん せ ん

高 湯 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 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

36 メイショウフェイク 牡5鹿 57 菱田 裕二内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 500－ 22：00．7 6．4�
23 オンザロックス 牡4鹿 57 江田 照男稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 476± 02：01．02 31．2�
24 ウ ォ ー ブ ル 牝3黒鹿53 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 466－ 42：01．1� 12．5�
612 レッドカイザー �6黒鹿57 石橋 脩 �東京ホースレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 クビ 32．4�
11 ヴァンベールシチー 牡3栗 55 中谷 雄太 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 420－ 22：01．31 27．9	
35 アルティマヒート 牝4栗 55 藤懸 貴志 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 22：01．51 74．6

510 ハートオブスワロー 牝3黒鹿53 木幡 初也�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 436＋10 〃 クビ 34．9�
611 ストーリーセラー 牡6鹿 57 木幡 巧也 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 522－ 2 〃 ハナ 12．2�
47 プレイヤーサムソン 牡4鹿 57 勝浦 正樹嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 466－ 4 〃 アタマ 22．6
714 シャリオヴァルト 牡4鹿 57 吉田 隼人前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 2 〃 アタマ 4．8�
815 マサノヒロイン 牝4鹿 55 丸田 恭介中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 472－ 82：01．6� 10．7�
713 ドラゴンストーム 牡5青鹿57 杉原 誠人窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 02：01．7� 10．6�
48 	 ダブルフラワー 牝5栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 494± 02：01．8� 14．3�
816 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± 02：02．01
 4．0�
12 イタリアンフェッテ 牝6鹿 55 西田雄一郎芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 426＋ 42：02．53 274．0�
59 バルビエール 牡5鹿 57 �島 克駿吉田 和美氏 武井 亮 新ひだか タイヘイ牧場 514－ 42：02．92� 31．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，366，100円 複勝： 43，451，900円 枠連： 21，693，100円
馬連： 70，292，600円 馬単： 27，910，900円 ワイド： 42，334，200円
3連複： 99，840，400円 3連単： 123，023，100円 計： 456，912，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 300円 � 650円 � 390円 枠 連（2－3） 2，610円

馬 連 �� 6，080円 馬 単 �� 10，390円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 1，450円 �� 4，300円

3 連 複 ��� 24，770円 3 連 単 ��� 100，890円

票 数

単勝票数 計 283661 的中 � 35391（3番人気）
複勝票数 計 434519 的中 � 40781（3番人気）� 16192（9番人気）� 29700（7番人気）
枠連票数 計 216931 的中 （2－3） 6417（12番人気）
馬連票数 計 702926 的中 �� 8946（25番人気）
馬単票数 計 279109 的中 �� 2014（39番人気）
ワイド票数 計 423342 的中 �� 5290（23番人気）�� 7676（15番人気）�� 2493（58番人気）
3連複票数 計 998404 的中 ��� 3022（96番人気）
3連単票数 計1230231 的中 ��� 884（338番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．8―12．3―13．0―12．1―12．0―11．7―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―36．0―48．3―1：01．3―1：13．4―1：25．4―1：37．1―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウフェイク �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．1．10 中山2着

2012．2．10生 牡5鹿 母 ペルヴィアンリリー 母母 ラスティックベル 23戦3勝 賞金 37，632，000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 クロスアミュレット号
（非抽選馬） 1頭 マイネルパンドーロ号



（29福島3）第5日 11月18日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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
7，590，000円
17，780，000円
1，880，000円
20，090，000円
77，823，000円
4，810，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
238，567，000円
413，960，500円
153，118，500円
528，567，100円
253，731，700円
333，782，600円
750，854，900円
977，386，600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 3，649，968，900円

総入場人員 8，163名 （有料入場人員 6，452名）
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