
3201311月4日 晴 良 （30福島3）第2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

816 ハンサムリー 牡2鹿 55
53 △藤田菜七子ニットー商事� 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 454－ 41：09．4 1．3�

714 ブルーファンク 牝2栗 54 �島 克駿市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 442－ 21：09．5� 20．2�

48 ランネシアーナ 牝2栗 54 川須 栄彦太田 勝久氏 作田 誠二 浦河 大道牧場 444－ 21：10．24 42．2�
612 ピンクペルレ 牝2青鹿54 津村 明秀�須野牧場 田中 博康 新ひだか 前田ファーム 440＋101：10．41� 6．3�
713 アイアムハヤスギル 牡2黒鹿55 江田 照男堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 474± 01：10．61� 13．0	
510 ハーベストゴールド 牡2栗 55 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 坂東ファーム 434＋121：10．7� 9．9

12 ローブドール 牝2栗 54 柴山 雄一 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 432＋ 61：11．23 181．9�
611 シゲルキャッツアイ 牝2栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 土田農場 448＋ 21：11．41� 71．7�
59 ロードシュタルク 牡2栗 55

53 △横山 武史 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 438＋ 4 〃 アタマ 36．3
36 ラブミーサアヤ 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 伊藤 敏明 472＋ 21：11．5� 107．3�
815 トモジャナイト 牡2栗 55 丹内 祐次吉冨 学氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 508＋ 81：11．71� 58．0�
24 セクシーブーツ 牝2鹿 54

53 ☆井上 敏樹 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 430－ 41：12．23 208．2�
35 アリスチャン 牝2鹿 54 西田雄一郎坂田 行夫氏 伊藤 正徳 日高 増尾牧場 392－ 21：12．3クビ 102．3�
23 ユウユウリアン 牡2鹿 55

54 ☆荻野 極谷口 祐人氏 小桧山 悟 新冠 オリエント牧場 418＋ 2 〃 ハナ 323．4�
11 ランペドゥーザ 牝2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 高市 圭二 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 474＋ 21：12．83 256．7�
47 ス ズ チ ャ ン 牝2黒鹿54 城戸 義政坂田 行夫氏 伊藤 正徳 日高 メイプルファーム 428－181：14．5大差 315．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，341，900円 複勝： 102，717，200円 枠連： 11，556，400円
馬連： 35，537，800円 馬単： 24，015，600円 ワイド： 30，517，800円
3連複： 63，697，900円 3連単： 93，587，100円 計： 386，971，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 350円 � 580円 枠 連（7－8） 420円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 590円 �� 880円 �� 3，780円

3 連 複 ��� 8，040円 3 連 単 ��� 18，120円

票 数

単勝票数 計 253419 的中 � 145061（1番人気）
複勝票数 計1027172 的中 � 833115（1番人気）� 16403（5番人気）� 8955（8番人気）
枠連票数 計 115564 的中 （7－8） 20963（3番人気）
馬連票数 計 355378 的中 �� 22046（4番人気）
馬単票数 計 240156 的中 �� 10553（6番人気）
ワイド票数 計 305178 的中 �� 13949（5番人気）�� 8996（10番人気）�� 1951（27番人気）
3連複票数 計 636979 的中 ��� 5936（23番人気）
3連単票数 計 935871 的中 ��� 3744（54番人気）

ハロンタイム 9．4―10．9―11．6―12．4―12．2―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．3―31．9―44．3―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．5
3 16，14（8，12，13）－（6，9）15，10，5，11－7（4，2，3）＝1 4 16，14（8，12，13）－6（10，9）15，5－（11，2）3－7，4＝1

勝馬の
紹 介

ハンサムリー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2018．9．2 新潟2着

2016．3．11生 牡2鹿 母 ハ ロ ー タ マ 母母 タマビッグエックス 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年1月4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。
（非当選馬） 1頭 サンダガ号
（非抽選馬） 1頭 カネショウベリー号

3201411月4日 晴 良 （30福島3）第2日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10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
1：48．2
1：45．6

良
良

714 アマネセール 牡2青鹿 55
54 ☆川又 賢治 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 478－ 21：48．7 4．2�

815 スマイルスター 牝2栗 54 津村 明秀飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 492＋ 21：48．91� 3．9�
24 エ ピ ロ ー グ 牝2鹿 54 瀧川寿希也藤田 好紀氏 小崎 憲 新ひだか 前田ファーム 464＋ 2 〃 アタマ 12．2�

（川崎）

510 ハードエイム 牡2栗 55
54 ☆荻野 極新井 衛氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 438－ 2 〃 クビ 73．9�

48 ゲットリズム 牡2鹿 55 丸田 恭介ジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506＋ 4 〃 ハナ 19．0�

612 クィーンズウェイ 牝2栗 54 丹内 祐次飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 450－ 81：49．11 51．3	
47 ココリアッピア 牝2黒鹿54 勝浦 正樹美﨑光二郎氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 440＋ 8 〃 ハナ 26．9

611 ミケランジェロ 牡2青鹿55 柴山 雄一梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 450± 01：49．31� 3．1�
59 ナ ミ ブ 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 4 〃 クビ 81．7�
713 フラワーズアート 牝2鹿 54

52 △横山 武史 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 404－ 41：49．51� 24．8
35 コスモアニモーソ 牡2鹿 55 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 41：49．71� 247．3�
12 スピードボンバー 牡2鹿 55 �島 克駿杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 434＋ 4 〃 クビ 14．1�
36 ミ カ エ ラ 牝2黒鹿 54

51 ▲西村 淳也海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 中村 雅明 408－ 41：49．8クビ 67．7�
23 ジョーノベリスタ 牝2黒鹿 54

52 △富田 暁上田けい子氏 清水 久詞 安平 追分ファーム 436－ 21：50．44 394．6�
816 マイディスティニー 牝2鹿 54 西田雄一郎 �ローレルレーシング 武藤 善則 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 496－ 61：50．61� 54．8�
11 オ ル オ ル 牝2栗 54

52 △藤田菜七子 �YGGホースクラブ 星野 忍 日高 サンバマウン
テンファーム 396＋ 41：51．02	 76．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，762，300円 複勝： 24，454，500円 枠連： 8，437，400円
馬連： 28，593，000円 馬単： 14，340，400円 ワイド： 23，457，800円
3連複： 47，008，800円 3連単： 53，587，200円 計： 216，641，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 150円 � 300円 枠 連（7－8） 760円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，030円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 5，470円 3 連 単 ��� 18，300円

票 数

単勝票数 計 167623 的中 � 33047（3番人気）
複勝票数 計 244545 的中 � 40082（3番人気）� 47379（2番人気）� 16594（5番人気）
枠連票数 計 84374 的中 （7－8） 8557（3番人気）
馬連票数 計 285930 的中 �� 21426（3番人気）
馬単票数 計 143404 的中 �� 5406（5番人気）
ワイド票数 計 234578 的中 �� 14864（3番人気）�� 5628（10番人気）�� 5284（13番人気）
3連複票数 計 470088 的中 ��� 6435（17番人気）
3連単票数 計 535872 的中 ��� 2122（42番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―12．3―13．0―12．8―11．6―11．7―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．5―35．8―48．8―1：01．6―1：13．2―1：24．9―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アマネセール �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．7．21 中京8着

2016．5．6生 牡2青鹿 母 アウトオブザウィム 母母 ライフアウトゼア 3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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クラウンオペラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第３回 福島競馬 第２日
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



3201511月4日 晴 良 （30福島3）第2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

22 レッドエレノア 牝4青鹿55 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 548＋121：47．1 4．4�
67 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－ 41：47．52� 28．5�
33 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 460＋101：47．6クビ 20．1�
79 � ワンダーリアス 牝4鹿 55 荻野 琢真山本 能成氏 今野 貞一 浦河 グラストレーニ

ングセンター 454－ 41：47．81� 52．4�
810 ハギノセゾン 牝7青鹿55 津村 明秀安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 494＋121：47．9� 92．3	
66 ジャンティエス 牝3栗 53 江田 照男落合 幸弘氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 472－ 21：48．0クビ 2．3

78 タガノアニード 牝4黒鹿 55

53 △横山 武史八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B466－ 41：48．21	 4．6�

44 フジノシャイン 牝3鹿 53 丸田 恭介遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 474＋ 2 〃 クビ 26．1�
811 アオイテソーロ 牝4黒鹿55 小崎 綾也了德寺健二ホール

ディングス� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B504－ 21：48．52 4．5
55 ノアダイヤモンド 牝3栗 53

52 ☆加藤 祥太佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 476－ 81：48．6クビ 136．3�
（10頭）

11 アドマイヤローザ 牝4芦 55
54 ☆川又 賢治近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 474－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，298，300円 複勝： 27，047，700円 枠連： 6，968，800円
馬連： 31，598，700円 馬単： 16，431，900円 ワイド： 23，135，600円
3連複： 41，187，300円 3連単： 59，070，300円 計： 226，738，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 530円 � 370円 枠 連（2－6） 460円

馬 連 �� 4，910円 馬 単 �� 6，800円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，140円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 15，460円 3 連 単 ��� 84，130円

票 数

単勝票数 差引計 212983（返還計 9056） 的中 � 38402（2番人気）
複勝票数 差引計 270477（返還計 10137） 的中 � 50596（2番人気）� 11201（6番人気）� 17397（5番人気）
枠連票数 差引計 69688（返還計 8786） 的中 （2－6） 11702（2番人気）
馬連票数 差引計 315987（返還計 34451） 的中 �� 4987（15番人気）
馬単票数 差引計 164319（返還計 18596） 的中 �� 1810（21番人気）
ワイド票数 差引計 231356（返還計 28284） 的中 �� 4521（16番人気）�� 5329（12番人気）�� 2163（22番人気）
3連複票数 差引計 411873（返還計 94820） 的中 ��� 1997（40番人気）
3連単票数 差引計 590703（返還計132815） 的中 ��� 509（214番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―12．0―13．2―13．1―12．4―12．6―12．6―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．1―43．3―56．4―1：08．8―1：21．4―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドエレノア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Capote デビュー 2016．8．13 新潟6着

2014．5．8生 牝4青鹿 母 サ ビ ア ー レ 母母 Sakura Fabulous 10戦2勝 賞金 23，700，000円
〔競走除外〕 アドマイヤローザ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し，疾病〔両後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走

時刻5分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アドマイヤローザ号は，平成30年11月5日から平成30年12月4日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出走取消馬 ロマンスガッサン号（疾病〔左前肢跛行〕のため）

3201611月4日 晴 良 （30福島3）第2日 第4競走 ��2，750�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時10分 （ 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

33 ショウナンバローロ 牡3鹿 58 平沢 健治国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 シンボリ牧場 498＋ 43：00．7 31．7�
56 シーライオン 牡4黒鹿60 北沢 伸也石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 小泉牧場 496＋ 43：01．12� 2．0�
57 ブルーガーディアン 牡6黒鹿60 大庭 和弥 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 490± 03：01．95 6．8�
710 スリージェット 牡5栗 60 草野 太郎永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B480－ 83：02．32� 35．7�
711� アサクサゴールド 牡8黒鹿60 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 472－ 43：02．4� 24．4�
22 � パブリックフレンド 牡6青 60 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 484－ 23：03．35 159．9	
45 � ヴォルパンテール 牝3黒鹿56 蓑島 靖典 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

464－ 83：03．93� 124．4

44 � スズカノーチラス 牡6鹿 60 佐久間寛志永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 大北牧場 448－103：05．6大差 22．0�
68 � キャプテンロビン 牡4芦 60 小野寺祐太島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 470＋ 43：08．9大差 113．5
11 ヤマニンリュウセイ 牡5栗 60 山本 康志土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 480＋ 2 （競走中止） 8．4�
69 リュクサンブール 	7鹿 60 上野 翔村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 474－ 4 （競走中止） 4．3�
812 スマートフォース 牡3栗 58 石神 深一大川 徹氏 粕谷 昌央 日高 本間牧場 B514＋10 （競走中止） 130．8�
813 メイショウアキツ 牡3黒鹿58 森 一馬松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 456－ 2 （競走中止） 12．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，278，100円 複勝： 18，794，900円 枠連： 10，831，200円
馬連： 27，564，200円 馬単： 16，263，400円 ワイド： 22，150，000円
3連複： 49，523，100円 3連単： 68，257，200円 計： 230，662，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，170円 複 勝 � 420円 � 130円 � 170円 枠 連（3－5） 1，730円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 7，380円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，710円 �� 260円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 33，800円

票 数

単勝票数 計 172781 的中 � 4355（8番人気）
複勝票数 計 187949 的中 � 7795（8番人気）� 49169（1番人気）� 28742（3番人気）
枠連票数 計 108312 的中 （3－5） 4828（7番人気）
馬連票数 計 275642 的中 �� 7577（10番人気）
馬単票数 計 162634 的中 �� 1651（25番人気）
ワイド票数 計 221500 的中 �� 5478（11番人気）�� 2947（22番人気）�� 26388（2番人気）
3連複票数 計 495231 的中 ��� 10519（9番人気）
3連単票数 計 682572 的中 ��� 1464（105番人気）
上り 1マイル 1：44．6 4F 51．0－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

2
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンバローロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2017．9．17 阪神12着

2015．1．27生 牡3鹿 母 ジヴェルニーアート 母母 Tee Kay 障害：2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時15分に変更。
〔発走状況〕 ヴォルパンテール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 メイショウアキツ号は，3号障害〔バンケット〕でつまずき，転倒したため競走中止。

ヤマニンリュウセイ号は，3号障害〔バンケット〕で，転倒した「メイショウアキツ」号に触れ，騎手が落馬したため競走中止。
リュクサンブール号は，3号障害〔バンケット〕で，転倒した「メイショウアキツ」号に触れ，転倒したため競走中止。
スマートフォース号は，競走中に異常歩様となったため4号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

〔調教再審査〕 スマートフォース号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査〔平地調教を含む〕。
〔その他〕 キャプテンロビン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キャプテンロビン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年12月4日まで出走できない。



3201711月4日 晴 良 （30福島3）第2日 第5競走 ��
��1，700�サラブレッド系2歳

発走12時00分 （ダート・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
1：46．3
1：44．9

稍重
稍重

813� ワシントンテソーロ 牡2黒鹿55 �島 克駿了德寺健二ホール
ディングス� 斎藤 誠 米 Waymore

LLC 480 ―1：48．3 1．8�
710 ヒ イ ナ ヅ キ 牝2栗 54

52 △藤田菜七子 �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 ―1：49．89 6．3�

44 コンスタンティナ 牝2鹿 54 瀧川寿希也山本三津子氏 中野 栄治 新ひだか 田上 徹 490 ―1：50．11	 102．3�
（川崎）

69 ロ ザ ム ー ル 牝2栗 54 丸田 恭介栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 486 ―1：50．42 30．0�
57 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 476 ―1：50．5
 7．2�

812 ジ ン 牡2黒鹿55 国分 優作田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 笹島 政信 458 ―1：50．71� 21．5	
45 ニ コ シ ー ナ 牝2鹿 54

52 △菊沢 一樹椎名 節氏 伊藤 圭三 新冠 ヤマタケ牧場 438 ―1：50．91� 19．7

33 ラフレシアレディ 牝2鹿 54 柴山 雄一吉田 昭一氏 畠山 吉宏 浦河 モトスファーム 474 ―1：51．21
 45．4�
56 ビービーオネスト 牡2黒鹿 55

54 ☆川又 賢治�坂東牧場 加用 正 日高 新井 昭二 512 ― 〃 ハナ 37．6
22 ベイオブレインボー 牝2鹿 54 勝浦 正樹飯田 政子氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 484 ―1：51．62	 16．3�
68 シシリエンヌ 牝2青鹿54 岩崎 翼手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 494 ― 〃 クビ 13．0�
11 シークザトゥルース 牝2栗 54 丹内 祐次 �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 474 ―1：51．7
 45．5�
711 ユ メ ア カ リ 牝2鹿 54 秋山真一郎桐谷 茂氏 石栗 龍彦 様似 髙村 伸一 472 ―1：53．29 112．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，783，100円 複勝： 23，907，200円 枠連： 11，246，300円
馬連： 32，239，800円 馬単： 18，701，400円 ワイド： 25，170，300円
3連複： 49，168，600円 3連単： 62，186，100円 計： 245，402，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 1，010円 枠 連（7－8） 320円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 350円 �� 3，350円 �� 6，120円

3 連 複 ��� 19，520円 3 連 単 ��� 55，380円

票 数

単勝票数 計 227831 的中 � 101908（1番人気）
複勝票数 計 239072 的中 � 83028（1番人気）� 33407（2番人気）� 3388（12番人気）
枠連票数 計 112463 的中 （7－8） 26543（1番人気）
馬連票数 計 322398 的中 �� 39076（2番人気）
馬単票数 計 187014 的中 �� 15712（1番人気）
ワイド票数 計 251703 的中 �� 20896（2番人気）�� 1800（38番人気）�� 974（56番人気）
3連複票数 計 491686 的中 ��� 1889（62番人気）
3連単票数 計 621861 的中 ��� 814（175番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―12．3―13．1―13．3―13．1―12．6―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．7―31．0―44．1―57．4―1：10．5―1：23．1―1：35．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ワシントンテソーロ �
�
父 Curlin �

�
母父 War Chant 初出走

2016．3．18生 牡2黒鹿 母 War Tigress 母母 Tigresa 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 スターオブワンダー号（疾病〔右後肢挫創〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3201811月4日 晴 良 （30福島3）第2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

11 テーオージーニアス 牡3鹿 56 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 490＋ 61：08．7 4．8�
48 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＋141：08．8� 158．4�
35 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＋ 61：09．01� 12．6�
611 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± 01：09．1クビ 12．6�
24 メガポリゴン 牡4鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 534＋14 〃 ハナ 31．2�
713 トウショウデュエル 牡6栗 57 丹内 祐次トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 520± 0 〃 クビ 17．5	
59 ウインクレド 牡5鹿 57

56 ☆荻野 極�ウイン 飯田 雄三 新ひだか 平野牧場 B492＋ 21：09．31	 9．7

12 メイショウラクエン 牡4黒鹿57 城戸 義政松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 468＋ 61：09．62 67．4�
612 スリーチェイサー 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B466± 01：09．8� 20．8�
47 クワトロダッシュ 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也ザ・チャンピオンズ 牧 光二 日高 チャンピオン
ズファーム 482－ 4 〃 クビ 20．8

815 ガ ウ ル 牡3鹿 56
55 ☆加藤 祥太吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B484＋141：09．9クビ 14．1�
23 カンタベリーマイン 
5鹿 57 長岡 禎仁峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 454－ 51：10．22 197．4�
510 ジョリガーニャント 牝5鹿 55

53 △藤田菜七子井上 一郎氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 476－141：10．3クビ 33．2�
36 ファントムメナス 牡3黒鹿56 �島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 安田 隆行 日高 広富牧場 494± 01：10．4� 16．4�
816 ケイアイテディ 牡3栗 56 秋山真一郎亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 B460＋ 21：10．82� 13．7�
714 ウイナーズロード 牝4青鹿 55

53 △横山 武史�宮内牧場 寺島 良 浦河 宮内牧場 412－ 6 （競走中止） 2．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，764，900円 複勝： 31，557，700円 枠連： 14，019，300円
馬連： 41，395，900円 馬単： 19，846，100円 ワイド： 34，909，500円
3連複： 68，733，800円 3連単： 77，804，800円 計： 312，032，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 1，920円 � 400円 枠 連（1－4） 3，790円

馬 連 �� 39，900円 馬 単 �� 59，530円

ワ イ ド �� 10，340円 �� 1，130円 �� 17，440円

3 連 複 ��� 108，290円 3 連 単 ��� 679，620円

票 数

単勝票数 計 237649 的中 � 39051（2番人気）
複勝票数 計 315577 的中 � 48854（2番人気）� 3517（15番人気）� 19893（6番人気）
枠連票数 計 140193 的中 （1－4） 2861（19番人気）
馬連票数 計 413959 的中 �� 804（86番人気）
馬単票数 計 198461 的中 �� 250（155番人気）
ワイド票数 計 349095 的中 �� 854（88番人気）�� 8258（8番人気）�� 505（95番人気）
3連複票数 計 687338 的中 ��� 476（285番人気）
3連単票数 計 778048 的中 ��� 83（1804番人気）

ハロンタイム 9．4―10．9―11．3―11．9―12．5―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．3―31．6―43．5―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオージーニアス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2017．11．19 京都12着

2015．4．10生 牡3鹿 母 リーグルメアリー 母母 Really Rising 8戦2勝 賞金 18，100，000円
〔競走中止〕 ウイナーズロード号は，発走後まもなく，内側に斜行した「ガウル」号に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ガウル号の騎手加藤祥太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて平成30年11月10日から平成30年11月18日まで

騎乗停止。（被害馬：14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 ドゥドゥドゥ号



3201911月4日 晴 良 （30福島3）第2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）

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

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

11 トーセンアンバー 牝3鹿 54
52 △菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ

スティファーム 466＋ 41：08．3 2．5�
47 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 470－ 21：08．51� 4．1�
48 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－ 2 〃 ハナ 21．7�
510 ア プ ト 牝4黒鹿55 酒井 学ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B444＋ 41：08．81� 14．9�
35 � 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 434－ 2 〃 クビ 45．6	
816 ピ カ ピ カ 牝3鹿 54 西田雄一郎
ミルファーム 石毛 善彦 むかわ 真壁 信一 500－ 61：08．9クビ 12．7�
59 エイシンネメシス 牝3青鹿 54

53 ☆川又 賢治�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 480－ 21：09．21	 16．3�
611 ラッシュハート 牝4鹿 55 柴山 雄一小林 哲之氏 牧浦 充徳 日高 オリオンファーム 428－ 4 〃 クビ 18．5
815 イ イ ゾ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 448－ 21：09．3	 58．3�
23 コンピレーション 牡4黒鹿57 津村 明秀 
シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480－ 21：09．4� 9．3�
24 センショウユウト 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 480＋ 6 〃 ハナ 16．0�
612 プリンセスオーラ 牝5鹿 55

53 △藤田菜七子大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 444＋ 2 〃 アタマ 31．2�
12 ゼーリムニル 牝5鹿 55 高田 潤一村 哲也氏 �島 一歩 日高 高山牧場 B488－121：09．5クビ 144．6�
36 � エ ミ ー リ オ 牡4鹿 57 江田 照男加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 496－ 2 〃 クビ 115．6�
713 クリノフラッシュ 牝3青鹿54 岩崎 翼栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 430＋ 61：09．6	 27．5�
714 トーホウガーベラ 牝3鹿 54

52 △横山 武史東豊物産� 南井 克巳 浦河 栄進牧場 446＋ 21：09．91� 44．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，098，400円 複勝： 33，615，900円 枠連： 14，537，200円
馬連： 42，579，900円 馬単： 19，940，900円 ワイド： 35，741，000円
3連複： 67，201，800円 3連単： 78，427，400円 計： 317，142，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 150円 � 370円 枠 連（1－4） 620円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，210円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 4，770円 3 連 単 ��� 14，020円

票 数

単勝票数 計 250984 的中 � 77362（1番人気）
複勝票数 計 336159 的中 � 75303（1番人気）� 62693（2番人気）� 16210（8番人気）
枠連票数 計 145372 的中 （1－4） 17938（1番人気）
馬連票数 計 425799 的中 �� 45996（1番人気）
馬単票数 計 199409 的中 �� 11550（1番人気）
ワイド票数 計 357410 的中 �� 30909（1番人気）�� 7103（13番人気）�� 5447（16番人気）
3連複票数 計 672018 的中 ��� 10566（8番人気）
3連単票数 計 784274 的中 ��� 4054（10番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．1―11．5―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．0―45．5―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンアンバー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2017．6．11 東京4着

2015．1．27生 牝3鹿 母 ワルツオブキャット 母母 デルモニコキャット 9戦2勝 賞金 21，531，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
※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 スケールアップ号

3202011月4日 晴 良 （30福島3）第2日 第8競走 2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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
1：57．3
1：56．1

良
良

810 イダエンペラー 牡3青鹿 55
54 ☆荻野 極張 一達氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484± 01：58．6 2．3�

11 トータルソッカー 牡4栗 57
56 ☆加藤 祥太渡邊 隆氏 伊藤 正徳 新ひだか 真歌田中牧場 496－ 41：58．81� 6．8�

66 ジ ャ コ マ ル 牡4鹿 57
55 △横山 武史晴間 芳次氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 456＋ 41：59．01� 2．4�

78 ロードゴラッソ 牡3青 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 472± 01：59．74 18．8�

79 ピスカデーラ 牝4鹿 55
54 ☆川又 賢治名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 464－ 61：59．8� 12．0�

44 ウ ォ ー ブ ル 牝4黒鹿55 伴 啓太 	ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 474－ 61：59．9クビ 35．8

811 ミュゼリバイアサン �5鹿 57

56 ☆木幡 初也菊地 祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 B508＋ 82：00．0� 49．1�
55 タイプムーン 牝3黒鹿 53

51 △菊沢 一樹 	コスモヴューファーム 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 22：00．32 24．9�
33 マイネルアーリー 牡3黒鹿55 長岡 禎仁 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 武田牧場 514－ 62：00．4� 166．2
67 タイセイカレッジ 牡3芦 55

53 △藤田菜七子田中 成奉氏 奥村 武 日高 下河辺牧場 440＋122：00．5クビ 28．7�
22 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 B496＋ 62：00．92� 98．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 21，587，500円 複勝： 23，588，100円 枠連： 10，573，500円
馬連： 38，453，300円 馬単： 19，467，800円 ワイド： 24，787，400円
3連複： 50，570，000円 3連単： 83，392，200円 計： 272，419，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（1－8） 850円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 270円 �� 150円 �� 290円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 3，570円

票 数

単勝票数 計 215875 的中 � 72596（1番人気）
複勝票数 計 235881 的中 � 57828（2番人気）� 35242（3番人気）� 64314（1番人気）
枠連票数 計 105735 的中 （1－8） 9548（5番人気）
馬連票数 計 384533 的中 �� 33140（3番人気）
馬単票数 計 194678 的中 �� 10505（4番人気）
ワイド票数 計 247874 的中 �� 20751（2番人気）�� 52948（1番人気）�� 18787（3番人気）
3連複票数 計 505700 的中 ��� 74557（1番人気）
3連単票数 計 833922 的中 ��� 16930（8番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―12．4―12．3―12．0―11．5―11．8―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．0―34．7―47．1―59．4―1：11．4―1：22．9―1：34．7―1：46．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イダエンペラー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．12 新潟6着

2015．3．16生 牡3青鹿 母 アドマイヤセラヴィ 母母 フランクアーギュメント 8戦2勝 賞金 20，400，000円



3202111月4日 晴 良 （30福島3）第2日 第9競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳以上

発走14時00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

68 ランバージャック 牡4栗 57 勝浦 正樹前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 458－ 81：46．8 6．9�

56 フラッグアドミラル 牡4黒鹿 57
55 △横山 武史岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 450－ 61：47．01	 23．6�

44 ダンツチョイス 牝3栗 53
51 △富田 暁山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 444－ 21：47．21	 25．7�

45 アポロユッキー 牝4鹿 55 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新冠 渋谷 一郎 526－ 6 〃 ハナ 3．8�
710 ニシノベイオウルフ 牡3黒鹿 55

52 ▲西村 淳也西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 480－ 21：47．41	 22．9�
57 デザートトリップ 牡4鹿 57 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新冠 カミイスタット 480－ 41：47．5
 9．8�
11 � ア ニ エ ー ゼ 牝3鹿 53 �島 克駿	ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 458－ 81：47．81
 6．5

33 ゴールドパッション 牡3栗 55 杉原 誠人居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 512－ 21：48．22� 8．1�
813 アオテンジョウ 牡4栗 57

56 ☆木幡 巧也北所 直人氏 松永 康利 登別 ユートピア牧場 478± 01：48．3クビ 74．9�
711 ショウナンサリュー 牡4芦 57 中井 裕二国本 哲秀氏 高野 友和 浦河 大北牧場 492＋121：48．51� 3．3
69  リープスプラウト 牡4栗 57 宮崎 北斗多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 494＋ 81：49．13� 61．3�
22 コスモカンナム 牡4鹿 57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 文雅 新ひだか 木村 秀則 B460－ 21：49．63 90．6�
812 アナザーサイレンス 牡3鹿 55 江田 照男岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド B462－ 41：49．7クビ 179．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，796，000円 複勝： 30，099，400円 枠連： 12，043，100円
馬連： 45，267，200円 馬単： 21，714，500円 ワイド： 32，434，700円
3連複： 66，868，800円 3連単： 88，943，500円 計： 321，167，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 250円 � 570円 � 610円 枠 連（5－6） 1，550円

馬 連 �� 7，530円 馬 単 �� 11，900円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 1，980円 �� 4，410円

3 連 複 ��� 31，980円 3 連 単 ��� 127，430円

票 数

単勝票数 計 237960 的中 � 27398（4番人気）
複勝票数 計 300994 的中 � 36301（5番人気）� 12999（8番人気）� 12041（9番人気）
枠連票数 計 120431 的中 （5－6） 6009（9番人気）
馬連票数 計 452672 的中 �� 4658（24番人気）
馬単票数 計 217145 的中 �� 1368（39番人気）
ワイド票数 計 324347 的中 �� 4032（27番人気）�� 4261（25番人気）�� 1871（42番人気）
3連複票数 計 668688 的中 ��� 1568（89番人気）
3連単票数 計 889435 的中 ��� 506（383番人気）

ハロンタイム 6．9―11．9―12．2―12．7―12．7―12．3―12．7―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．8―31．0―43．7―56．4―1：08．7―1：21．4―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ランバージャック �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2016．11．19 京都4着

2014．4．29生 牡4栗 母 スウィートデジャヴ 母母 Nureyev’s Park 12戦2勝 賞金 22，700，000円

3202211月4日 晴 良 （30福島3）第2日 第10競走 ��
��1，800�きんもくせい特別

発走14時40分 （芝・右）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．2
1：45．6

良
良

11 マイネルサーパス 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 21：46．2レコード 8．0�

33 ダノンチェイサー 牡2鹿 55 津村 明秀�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 ハナ 2．2�
22 ダディーズマインド 牡2鹿 55 宮崎 北斗田島 大史氏 青木 孝文 新冠 スカイビーチステーブル 470－ 81：46．3� 17．8�
67 ディキシーナイト 牡2鹿 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 526＋121：46．51� 4．5�
710 ハバナウインド 牡2青鹿55 	島 克駿 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 462－ 61：46．82 20．2	
79 セイウンオフロード 牡2鹿 55 杉原 誠人西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 大西ファーム 476＋101：47．12 85．9

811 アトミックフォース 牡2鹿 55 勝浦 正樹吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 ハナ 13．6�
812 ジャスティン 牡2栗 55 川又 賢治小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 484－ 21：47．31 10．0�
68 サルウェーテ 牡2鹿 55 秋山真一郎西森 鶴氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 452－ 21：47．51
 88．6
44 テイエムバリバリ 牡2黒鹿55 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 村上 雅規 448－ 21：47．6クビ 53．7�
55 ル タ ン ブ ル 牝2黒鹿54 小崎 綾也杉浦 和也氏 寺島 良 日高 竹島 幸治 442－ 41：48．23
 13．8�
56 � マ リ ガ ン 牡2黒鹿55 瀧川寿希也中西 純穂氏 高橋 清顕 新ひだか 加野牧場 472－ 51：50．3大差 233．9�

（大井） （川崎）

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，672，800円 複勝： 47，234，900円 枠連： 17，039，100円
馬連： 66，929，500円 馬単： 33，661，600円 ワイド： 48，010，100円
3連複： 104，371，400円 3連単： 149，409，400円 計： 510，328，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 230円 � 120円 � 270円 枠 連（1－3） 930円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 410円 �� 970円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 17，810円

票 数

単勝票数 計 436728 的中 � 45632（3番人気）
複勝票数 計 472349 的中 � 43792（3番人気）� 139623（1番人気）� 35242（7番人気）
枠連票数 計 170391 的中 （1－3） 14193（4番人気）
馬連票数 計 669295 的中 �� 53448（2番人気）
馬単票数 計 336616 的中 �� 9151（8番人気）
ワイド票数 計 480101 的中 �� 31870（2番人気）�� 11937（15番人気）�� 21763（6番人気）
3連複票数 計1043714 的中 ��� 27362（8番人気）
3連単票数 計1494094 的中 ��� 6081（55番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．8―12．4―12．0―11．6―11．9―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．1―34．9―47．3―59．3―1：10．9―1：22．8―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルサーパス �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 タマモクロス デビュー 2018．8．25 新潟2着

2016．5．6生 牡2黒鹿 母 マイネアクティース 母母 ヒカルダンサー 4戦2勝 賞金 19，380，000円
〔制裁〕 ジャスティン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過怠金10，000円。（被害馬：7番・5番・4番・3

番）
〔その他〕 マリガン号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3202311月4日 晴 良 （30福島3）第2日 第11競走 ��
��1，200�みちのくステークス

発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳56�4歳以
上57�，牝馬2�減

福島競馬振興会長賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

59 カルヴァリオ �5鹿 57 柴山 雄一 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 474＋141：07．8 9．2�

35 アマルフィコースト 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 466＋101：07．9	 3．0�
611 ラフィングマッチ 牡3栗 56 酒井 学�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 482＋ 21：08．0	 11．3�
11 ショウナンアエラ 牡4黒鹿57 丸田 恭介国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 B482＋ 2 〃 アタマ 4．2�
36 フクノグローリア 牝6黒鹿55 丹内 祐次福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 466－101：08．21 110．7	
816 ファミーユボヌール 牝4黒鹿55 
島 克駿原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 454－ 4 〃 ハナ 16．0

713 カイザーメランジェ 牡3鹿 56 津村 明秀友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 464＋ 2 〃 クビ 8．1�
12 � サダムリスペクト 牡6鹿 57 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 神垣 道弘 B472＋141：08．3 49．4�
612 エイシンデネブ 牝3鹿 54 田中 健�栄進堂 坂口 正則 新冠 北星村田牧場 426－ 8 〃 クビ 8．0
510� パラダイスガーデン 牝6栗 55 江田 照男岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 米 Crossroads

Farm, LLC 492－ 21：08．4クビ 83．1�
24 � クリノハッチャン 牝7鹿 55 杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 474± 01：08．5 86．3�
23 メイショウブイダン 牡7鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 B452－ 21：08．6 147．3�
815 レーヴムーン 牡5黒鹿57 勝浦 正樹ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 472± 0 〃 クビ 13．9�
714 ゲンキチハヤブサ �6栗 57 中井 裕二荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 478－161：08．7	 261．4�
48 ラズールリッキー 牝5黒鹿55 横山 武史岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 B448± 01：08．91� 25．8�
47 クリノコマチ 牝7栗 55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 458－ 2 〃 ハナ 199．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，694，300円 複勝： 64，658，700円 枠連： 37，788，000円
馬連： 164，323，200円 馬単： 68，199，000円 ワイド： 86，799，100円
3連複： 253，323，000円 3連単： 331，623，200円 計： 1，058，408，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 300円 � 150円 � 330円 枠 連（3－5） 1，850円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，460円 �� 840円

3 連 複 ��� 7，030円 3 連 単 ��� 45，840円

票 数

単勝票数 計 516943 的中 � 44820（5番人気）
複勝票数 計 646587 的中 � 49847（5番人気）� 140430（1番人気）� 42566（7番人気）
枠連票数 計 377880 的中 （3－5） 15796（11番人気）
馬連票数 計1643232 的中 �� 63510（7番人気）
馬単票数 計 681990 的中 �� 10993（19番人気）
ワイド票数 計 867991 的中 �� 28609（6番人気）�� 14801（21番人気）�� 26932（7番人気）
3連複票数 計2533230 的中 ��� 27008（25番人気）
3連単票数 計3316232 的中 ��� 5244（168番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―10．9―11．6―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．3―44．9―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カルヴァリオ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー 2016．2．7 東京2着

2013．3．30生 �5鹿 母 オークルーム 母母 クアドリフォリオ 15戦5勝 賞金 81，685，000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 スズカアーサー号・パーリオミノル号・メイソンジュニア号

3202411月4日 晴 良 （30福島3）第2日 第12競走 ��
��1，200�

あ い づ

会 津 特 別
発走16時00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 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

612 メジャーレート 牡3栗 56 川又 賢治 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B438＋ 21：08．7 8．3�
815 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 442＋ 21：08．91� 11．2�
611 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 474＋ 4 〃 ハナ 8．9�
48 ア オ ア ラ シ 牝4黒鹿55 岩崎 翼松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 452± 01：09．0	 83．0�
24 ワイナルダム 牡4青鹿57 津村 明秀 �コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 466－ 2 〃 アタマ 2．7�
36 ドゥモワゼル 牝4鹿 55 木幡 初也小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 452－ 8 〃 クビ 174．8	
59 ビップソルダー 牡4鹿 57 
島 克駿鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 498＋141：09．21� 65．8

11 � フレンチイデアル 牡5鹿 57 柴山 雄一杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 B496－ 2 〃 ハナ 14．4�
47 リーゼントアイリス 牝3黒鹿54 川須 栄彦三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 420＋12 〃 クビ 45．0�
816 ニシノエアレス 牝4栗 55 富田 暁西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 464－ 41：09．3� 32．2
23 ジェイケイオジョウ 牝4鹿 55 酒井 学小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 472＋ 6 〃 アタマ 80．2�
714 ラスエモーショネス 牝3鹿 54 秋山真一郎野嶋 祥二氏 高橋 義忠 愛 M. Phelan 476＋101：09．51� 19．1�
35 ブルーハワイアン 牝3栗 54 勝浦 正樹村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 460－ 81：09．71� 3．6�
12 � オリエンタルポリス 牡5芦 57 加藤 祥太下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 486－ 21：09．8� 20．7�
510 ヤエノグラフ 牝3鹿 54 中井 裕二増田 和啓氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 434＋101：09．9	 37．2�
713 インフルエンサー 牡4鹿 57 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 浦河 中村 雅明 436－ 81：10．21� 201．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，374，000円 複勝： 51，587，300円 枠連： 29，266，500円
馬連： 96，175，200円 馬単： 44，283，100円 ワイド： 66，223，800円
3連複： 153，131，800円 3連単： 204，068，400円 計： 686，110，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 280円 � 290円 � 280円 枠 連（6－8） 1，530円

馬 連 �� 5，080円 馬 単 �� 8，230円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 1，330円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 12，620円 3 連 単 ��� 62，710円

票 数

単勝票数 計 413740 的中 � 39585（3番人気）
複勝票数 計 515873 的中 � 48164（4番人気）� 45790（5番人気）� 49245（3番人気）
枠連票数 計 292665 的中 （6－8） 14788（6番人気）
馬連票数 計 961752 的中 �� 14647（16番人気）
馬単票数 計 442831 的中 �� 4034（28番人気）
ワイド票数 計 662238 的中 �� 9712（18番人気）�� 12900（12番人気）�� 9883（17番人気）
3連複票数 計1531318 的中 ��� 9098（39番人気）
3連単票数 計2040684 的中 ��� 2359（188番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．1―11．8―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―33．9―45．7―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジャーレート �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．9．23 阪神3着

2015．1．23生 牡3栗 母 スルーレート 母母 スルーオール 7戦2勝 賞金 22，919，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 アオアラシ号の騎手岩崎翼は，後検量について注意義務を怠り戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 エントシャイデン号・コスモペリドット号・サウンドスカイメサ号・ハートイズハート号・マイネルサイルーン号・

マッタナシ号・ルリハリ号

２レース目



（30福島3）第2日 11月4日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168頭 本 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

192，200，000円
16，350，000円
1，650，000円
21，240，000円
69，183，000円
5，098，600円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
334，451，600円
479，263，500円
184，306，800円
650，657，700円
316，865，700円
453，337，100円
1，014，786，300円
1，350，356，800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 4，784，025，500円

総入場人員 11，202名 （有料入場人員 9，185名）
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