
3203711月10日 晴 良 （1福島3） 第4日 第1競走 ��
��1，150�2歳未勝利

発走9時50分 （ダート・右）
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

714 コトブキレイア 牝2鹿 54
51 ▲藤田菜七子尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 446－ 61：10．1 4．5�

611 タイニーベイビー 牡2鹿 55
52 ▲団野 大成山口 裕介氏 松山 将樹 日高 藤本ファーム 438＋ 2 〃 クビ 63．0�

816 マイネルワルツ 牡2栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 61：10．42 8．1�

815 ワンダーダイカネン 牡2鹿 55 和田 竜二山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 城地牧場 482＋ 61：10．5クビ 3．5�
47 ハートスートラ 牡2栗 55

52 ▲小林 凌大西川 礦氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 B456－ 21：10．81� 77．9�
612 ダ ウ ラ ギ リ 牡2芦 55 丸山 元気 	スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 482± 01：11．01� 4．8

12 トーアリュウジン 	2栗 55 柴田 善臣高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 482－ 41：11．32 12．2�
23 トマティーナ 牡2鹿 55

52 ▲菅原 明良	ミルファーム 石毛 善彦 浦河 村下 明博 426＋ 61：11．61� 57．9�
48 ニシノストーム 牡2鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 村上 欽哉 492＋ 81：11．7� 8．3
36 ディープシーブルー 牡2鹿 55 嶋田 純次	ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか 信田牧場 420＋101：11．91� 162．5�
59 ケイティディライト 牝2鹿 54

53 ☆横山 武史瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 北星村田牧場 452＋ 8 〃 アタマ 30．9�
35 フルートフル 牝2栗 54 藤井勘一郎	和田牧場 石毛 善彦 日高 ナカノファーム 418－161：12．53
 315．4�
11 クリノファイヤー 牝2栗 54 荻野 極栗本 博晴氏 本間 忍 日高 浦新 徳司 464＋ 21：12．92
 46．1�
713 ゴーイングヒーロー 牡2栗 55

54 ☆菊沢 一樹スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 前田ファーム 408＋ 2 〃 クビ 233．4�
24 メイショウコルギン 牡2栗 55

54 ☆西村 淳也松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 482－ 21：13．53
 34．5�
510 レイワノサクラ 牝2鹿 54 丸田 恭介福本 次雄氏 大江原 哲 新冠 福本 次雄 446－ 81：13．6
 68．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，857，400円 複勝： 31，651，000円 枠連： 10，309，900円
馬連： 38，195，600円 馬単： 18，770，500円 ワイド： 33，011，300円
3連複： 62，626，900円 3連単： 66，099，600円 計： 280，522，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 1，500円 � 250円 枠 連（6－7） 1，100円

馬 連 �� 15，880円 馬 単 �� 21，790円

ワ イ ド �� 4，250円 �� 700円 �� 4，250円

3 連 複 ��� 33，030円 3 連 単 ��� 169，930円

票 数

単勝票数 計 198574 的中 � 36240（2番人気）
複勝票数 計 316510 的中 � 50165（3番人気）� 4262（13番人気）� 34610（4番人気）
枠連票数 計 103099 的中 （6－7） 7237（5番人気）
馬連票数 計 381956 的中 �� 1863（33番人気）
馬単票数 計 187705 的中 �� 646（51番人気）
ワイド票数 計 330113 的中 �� 1936（38番人気）�� 12956（7番人気）�� 1938（37番人気）
3連複票数 計 626269 的中 ��� 1422（79番人気）
3連単票数 計 660996 的中 ��� 282（393番人気）

ハロンタイム 9．4―10．9―11．5―12．7―12．7―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．3―31．8―44．5―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コトブキレイア �
�
父 パ ド ト ロ ワ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．8．31 新潟3着

2017．4．5生 牝2鹿 母 サクラインザダーク 母母 サクラブラッサム 3戦1勝 賞金 8，100，000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 ショウナンサモン号

3203811月10日 晴 良 （1福島3） 第4日 第2競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走10時15分 （芝・右）（500万円以下）

牝；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
1：45．3
1：43．9

良
良

611 ギフトオブアート 牝3鹿 53 吉田 隼人ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480＋ 41：48．5 6．9�

713 イ ル マ タ ル 牝3鹿 53
50 ▲三津谷隼人吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 450－ 61：48．71� 56．6�

23 アドマイヤアルパマ 牝5鹿 55 丸山 元気近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 434± 01：48．8� 5．9�
11 ポ リ ア ン サ 牝3栗 53 柴山 雄一佐藤 壽男氏 木村 哲也 洞�湖 レイクヴィラファーム 476＋ 8 〃 アタマ 26．9�
59 ベルキューティ 牝3黒鹿 53

50 ▲藤田菜七子子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 400－101：48．9� 14．8�
35 マジックリアリズム 牝3鹿 53

52 ☆横山 武史 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 446＋ 2 〃 クビ 8．7	
48 アリストライン 牝4黒鹿55 中谷 雄太 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム B470－ 4 〃 ハナ 49．2

714 ジャストマリッジ 牝3栗 53

52 ☆西村 淳也 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 新ひだか カタオカフアーム 432＋12 〃 ハナ 19．0�
815 ドリームマジック 牝5鹿 55

52 ▲菅原 明良堀口 晴男氏 松山 将樹 浦河 高岸 順一 474－ 21：49．0クビ 23．7
36 レオンドーロ 牝3黒鹿53 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 21：49．21� 2．4�
510 ト ス ア ッ プ 牝3栗 53 荻野 極 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 444＋221：49．62� 11．1�
24 クリノイヴァンカ 牝3鹿 53 酒井 学栗本 博晴氏 天間 昭一 新ひだか タイヘイ牧場 462－ 4 〃 クビ 73．7�
47 ロイヤルヴィザージ 牝3鹿 53 横山 和生 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 456－ 61：49．91	 24．4�
612 マイキューティー 牝3青鹿53 松岡 正海杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 460＋ 81：50．22 60．4�
12 ヘリンヌリング 牝3青 53 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム 424－141：50．41 210．4�
816 オメガハートクィン 牝3黒鹿 53

52 ☆菊沢 一樹原 
子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 438± 01：50．5� 62．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，678，100円 複勝： 35，140，400円 枠連： 10，438，200円
馬連： 36，565，700円 馬単： 17，405，200円 ワイド： 33，371，500円
3連複： 54，870，300円 3連単： 59，327，200円 計： 268，796，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 270円 � 1，390円 � 210円 枠 連（6－7） 4，250円

馬 連 �� 26，680円 馬 単 �� 46，290円

ワ イ ド �� 6，860円 �� 800円 �� 3，990円

3 連 複 ��� 45，120円 3 連 単 ��� 387，490円

票 数

単勝票数 計 216781 的中 � 25044（3番人気）
複勝票数 計 351404 的中 � 36013（4番人気）� 5241（13番人気）� 52614（2番人気）
枠連票数 計 104382 的中 （6－7） 1900（14番人気）
馬連票数 計 365657 的中 �� 1062（58番人気）
馬単票数 計 174052 的中 �� 282（107番人気）
ワイド票数 計 333715 的中 �� 1214（57番人気）�� 11380（5番人気）�� 2106（41番人気）
3連複票数 計 548703 的中 ��� 912（124番人気）
3連単票数 計 593272 的中 ��� 111（880番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．2―48．6―1：00．9―1：12．5―1：24．5―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F36．0
1
3
12，16（3，7，14）11（5，9，10）（6，8，15）（2，4）13，1・（12，1）（16，14，11）3（5，8）（7，10，13）6（2，15）9，4

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

勝馬の
紹 介

ギフトオブアート �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．8．12 札幌5着

2016．2．29生 牝3鹿 母 ギフトオブソング 母母 Quality Gift 13戦2勝 賞金 25，550，000円

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４日



3203911月10日 晴 良 （1福島3） 第4日 第3競走 ��1，700�2歳未勝利
発走10時40分 （ダート・右）

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

46 イ バ ル 牡2青鹿55 藤井勘一郎杉澤 光雄氏 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 496＋201：48．4 6．4�
611 ロンドンデリーエア 牡2栗 55 田辺 裕信 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 464－ 61：48．93 15．6�
11 カ ヴ ァ ス 牡2黒鹿55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 474± 01：49．22 11．1�
713 ジョーコレット 牡2芦 55 酒井 学上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 536＋201：50．05 19．0�
815 マイロングタイム 牡2鹿 55 勝浦 正樹佐藤 良二氏 藤原 辰雄 日高 賀張三浦牧場 440－ 41：50．1� 28．6	
34 クラウンマハロ 牡2黒鹿 55

52 ▲菅原 明良�クラウン 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 B498－ 61：50．31 6．6

814 コスモスーベニア 牡2栗 55 国分 優作 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 酒井 秀紀 514＋ 6 〃 クビ 227．4�
58 ゲンパチヴィガ 牡2栗 55 荻野 極平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 飛野牧場 462＋ 61：51．15 138．9�
59 リンガスウォリアー 牡2栗 55

54 ☆西村 淳也伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 466－ 2 〃 ハナ 17．0
23 ウィルビーハッピー 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 470± 0 〃 クビ 129．6�
610 アルムポルックス 牡2栗 55

54 ☆横山 武史﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B468± 01：51．63 4．1�

35 トップヴェスパー 牡2鹿 55 柴山 雄一紅露 純氏 昆 貢 新冠 新冠橋本牧場 440－ 41：52．55 50．1�
712 アスピラール 牡2鹿 55

52 ▲団野 大成山口 敦広氏 須貝 尚介 新ひだか 城地牧場 484－ 21：52．6クビ 9．0�
47 エイシンアルゴス 牡2鹿 55 丸山 元気�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 484＋141：53．55 89．4�
22 オーシャンバローズ 牡2鹿 55 丸田 恭介猪熊 広次氏 奥村 武 むかわ 真壁 信一 470－ 41：58．7大差 5．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，470，800円 複勝： 30，773，100円 枠連： 9，240，100円
馬連： 34，759，700円 馬単： 16，477，300円 ワイド： 29，939，700円
3連複： 52，349，900円 3連単： 58，030，700円 計： 253，041，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 320円 � 570円 � 340円 枠 連（4－6） 1，260円

馬 連 �� 3，900円 馬 単 �� 7，450円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 1，370円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 15，780円 3 連 単 ��� 78，200円

票 数

単勝票数 計 214708 的中 � 28070（3番人気）
複勝票数 計 307731 的中 � 26982（5番人気）� 13192（10番人気）� 24296（6番人気）
枠連票数 計 92401 的中 （4－6） 5678（4番人気）
馬連票数 計 347597 的中 �� 6907（17番人気）
馬単票数 計 164773 的中 �� 1658（32番人気）
ワイド票数 計 299397 的中 �� 4036（24番人気）�� 5728（16番人気）�� 2930（35番人気）
3連複票数 計 523499 的中 ��� 2488（60番人気）
3連単票数 計 580307 的中 ��� 538（294番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．3―43．1―56．0―1：08．9―1：22．4―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．5
1
3
12，13（9，15）1，10（2，7）5，6－4，14，11－8－3・（12，13）（15，1）9，6－（7，14）（2，10，11）－（5，4）－（3，8）

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

勝馬の
紹 介

イ バ ル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．7．20 中京9着

2017．3．16生 牡2青鹿 母 ア ガ サ 母母 ソプラニーノ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 オーシャンバローズ号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンアルゴス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月10日まで平

地競走に出走できない。

3204011月10日 晴 良 （1福島3） 第4日 第4競走 2，750�障害3歳以上未勝利
発走11時10分（番組第5競走を順序変更） （ 芝 ）

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

34 ファイアプルーフ 牡4黒鹿60 大江原 圭犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 508＋ 63：02．2 3．3�

58 リセンティート 牡5鹿 60 鈴木 慶太米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 508－ 23：03．9大差 108．0�
46 キャプテンロブロイ 牡6青鹿60 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 510＋ 23：04．22 2．6�
610 モルドレッド 牡4鹿 60 草野 太郎村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム B484－ 23：04．3� 14．5�
69 クロフネプリンセス 牝4栗 58 小坂 忠士サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 418－103：04．61� 36．4�
813 ジャスパーゲラン 牡4栗 60 山本 康志 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 的場 均 日高 碧雲牧場 486± 03：04．7� 15．0

22 オースミベリル 牡5栗 60 熊沢 重文	オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 482－10 〃 クビ 14．2�
11 シ ン テ ィ ラ 牡3鹿 58 上野 翔	ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498－ 63：04．91� 6．2�
814� メイショウイライザ 牝4黒鹿58 森 一馬松本 和子氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 440± 03：05．96 8．2
57 ソウラセブン 牝4青鹿58 江田 勇亮村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ 454－ 23：08．8大差 54．9�
712� クリノカナロアオー �4黒鹿60 伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 様似 様似渡辺牧場 460－ 23：09．22� 127．3�
33 � マッシブアプローズ 牡3鹿 58 金子 光希小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 協和牧場 510－ 43：10．69 140．8�
45 � ショーマノキセキ 牡4鹿 60 石神 深一塩川 和則氏 本間 忍 浦河 久保 昇 476＋103：13．7大差 62．7�
711 カイラーサナータ 牝3鹿 56 蓑島 靖典�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 ヒカル牧場 472＋ 4 （競走中止） 125．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，783，700円 複勝： 14，001，200円 枠連： 8，351，100円
馬連： 22，333，200円 馬単： 13，397，800円 ワイド： 17，912，900円
3連複： 38，769，600円 3連単： 49，938，800円 計： 178，488，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 1，440円 � 130円 枠 連（3－5） 6，990円

馬 連 �� 15，620円 馬 単 �� 22，280円

ワ イ ド �� 4，120円 �� 220円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 11，470円 3 連 単 ��� 83，420円

票 数

単勝票数 計 137837 的中 � 32528（2番人気）
複勝票数 計 140012 的中 � 26448（2番人気）� 1468（13番人気）� 37185（1番人気）
枠連票数 計 83511 的中 （3－5） 925（20番人気）
馬連票数 計 223332 的中 �� 1108（33番人気）
馬単票数 計 133978 的中 �� 451（55番人気）
ワイド票数 計 179129 的中 �� 960（38番人気）�� 26638（1番人気）�� 1070（33番人気）
3連複票数 計 387696 的中 ��� 2534（32番人気）
3連単票数 計 499388 的中 ��� 434（227番人気）
上り 1マイル 1：47．1 4F 51．7－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ファイアプルーフ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2017．6．17 東京8着

2015．3．24生 牡4黒鹿 母 ビューティコマンダ 母母 ビューティマロン 障害：8戦1勝 賞金 11，780，000円
〔競走中止〕 カイラーサナータ号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



3204111月10日 晴 良 （1福島3） 第4日 第5競走 ��2，750�障害3歳以上未勝利
発走12時00分（番組第4競走を順序変更） （ 芝 ）

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

44 � シングンオフビート �4黒鹿60 金子 光希伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 432－103：03．7 40．4�
813 メイショウジザイ 牡3鹿 58 山本 康志松本 好雄氏 和田 勇介 平取 びらとり牧場 514± 03：03．8� 4．7�
33 ゲインスプレマシー �3鹿 58 石神 深一 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 478－ 23：04．75 5．5�
812 スリーコーズライン 牡3鹿 58 伊藤 工真永井商事� 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 456－ 2 〃 クビ 90．4�
68 ロ ス カ ボ ス �6黒鹿60 大江原 圭吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 484－ 43：06．08 2．8	
711 デアリングアイデア 牡5鹿 60 北沢 伸也宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 450－103：06．1	 12．9

710 トゥルーウインド 牡7栗 60 五十嵐雄祐 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 452－ 83：06．2クビ 4．6�
45 � クラウンジャミール 牡4栗 60 蓑島 靖典矢野まり子氏 天間 昭一 浦河 中島牧場 458± 03：07．69 46．8�
56 ダンツカホウ 牝4黒鹿58 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 日高 白井牧場 500± 03：08．66 47．8
11 ミュゼリバイアサン �6鹿 60 小野寺祐太菊地 祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 B498－ 83：09．77 29．5�
57 フ ォ ー エ ロ 牡3青鹿58 上野 翔岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 赤石 久夫 464－ 23：10．01� 185．9�
69 カシマヌアージ 牡3青鹿58 草野 太郎松浦 一久氏 伊藤 伸一 浦河 信成牧場 462＋ 63：16．3大差 180．5�
22 
 ゼンノサーベイヤー 牡6栗 60 西谷 誠大迫久美子氏 武 幸四郎 米 Kumiko

Osako 512＋ 2 （競走中止） 10．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 13，177，500円 複勝： 15，253，700円 枠連： 7，183，100円
馬連： 23，701，700円 馬単： 13，750，900円 ワイド： 18，464，700円
3連複： 40，085，500円 3連単： 53，555，900円 計： 185，173，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，040円 複 勝 � 890円 � 190円 � 220円 枠 連（4－8） 3，960円

馬 連 �� 10，980円 馬 単 �� 34，030円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 2，760円 �� 710円

3 連 複 ��� 22，350円 3 連 単 ��� 232，500円

票 数

単勝票数 計 131775 的中 � 2607（8番人気）
複勝票数 計 152537 的中 � 3477（10番人気）� 23565（3番人気）� 19658（4番人気）
枠連票数 計 71831 的中 （4－8） 1404（15番人気）
馬連票数 計 237017 的中 �� 1672（31番人気）
馬単票数 計 137509 的中 �� 303（73番人気）
ワイド票数 計 184647 的中 �� 1476（33番人気）�� 1675（30番人気）�� 7114（7番人気）
3連複票数 計 400855 的中 ��� 1345（64番人気）
3連単票数 計 535559 的中 ��� 167（494番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 52．2－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シングンオフビート �
�
父 シングンオペラ �

�
母父 ハーツクライ

2015．3．17生 �4黒鹿 母 アルコシエロ 母母 キ ボ ウ 障害：3戦1勝 賞金 7，800，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ゼンノサーベイヤー号は，競走中に疾病〔左上腕骨粉砕骨折〕を発症し，6号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競
走中止。

〔制裁〕 フォーエロ号の騎手上野翔は，2周目1号障害を内側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：1番）

3204211月10日 晴 良 （1福島3） 第4日 第6競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走12時35分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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
1：43．1
1：40．9

不良
重

815 モ ン オ ー ル 牝3栗 53
52 ☆西村 淳也吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 442± 01：47．0 21．9�

22 メダリオンモチーフ 牝4黒鹿55 丸山 元気吉田 和美氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 440＋14 〃 ハナ 20．5�
47 サツキサンダー 牝3栗 53 荻野 極小野 博郷氏 寺島 良 新冠 芳住 鉄兵 446－ 4 〃 クビ 13．5�
59 サルサレイア 牝3栗 53 吉田 隼人菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 482＋ 21：47．63� 2．4�
814 アドアステラ 牝3栗 53

52 ☆横山 武史 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B456＋141：48．02� 7．3�
610 クリノアスコット 牝4黒鹿 55

52 ▲団野 大成栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 B444＋ 81：48．1クビ 74．9	
35 アイアムピッカピカ 牝3黒鹿53 内田 博幸堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 452－ 41：48．2� 4．3

34 � テーオーパートナー 牝4栗 55 田辺 裕信小笹 公也氏 笹田 和秀 新ひだか 山際牧場 464－ 8 〃 アタマ 29．6�
23 ベ ル ヴ ォ ワ 牝3鹿 53 松岡 正海�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 21：48．51� 17．4
712� ラ フ ァ ー ガ 牝7青鹿55 丹内 祐次岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 490－ 8 〃 クビ 175．2�
58 ケイゴールド 牝3青鹿 53

50 ▲小林 凌大布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 470－ 81：48．6クビ 95．7�
11 アレグレモエティー 牝3芦 53 和田 竜二斉藤 等氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 460＋ 21：48．81	 81．8�
713 フ ク キ タ ル 牝4黒鹿 55

52 ▲菅原 明良佐藤 範夫氏 加藤 和宏 青森 ワールドファーム B468＋ 61：49．54 19．6�
611 チェリーレッド 牝3青鹿53 柴田 善臣佐藤 良二氏 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 456＋ 2 〃 クビ 7．8�
46 エバーパッション 牝6青鹿 55

54 ☆菊沢 一樹宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 458－ 41：49．81� 233．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，936，500円 複勝： 41，557，500円 枠連： 10，637，700円
馬連： 42，586，500円 馬単： 20，872，300円 ワイド： 39，103，400円
3連複： 65，677，100円 3連単： 76，103，800円 計： 322，474，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，190円 複 勝 � 590円 � 620円 � 600円 枠 連（2－8） 1，540円

馬 連 �� 15，700円 馬 単 �� 33，440円

ワ イ ド �� 3，770円 �� 2，920円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 67，940円 3 連 単 ��� 408，700円

票 数

単勝票数 計 259365 的中 � 9432（9番人気）
複勝票数 計 415575 的中 � 18771（6番人気）� 17797（8番人気）� 18480（7番人気）
枠連票数 計 106377 的中 （2－8） 5342（7番人気）
馬連票数 計 425865 的中 �� 2101（43番人気）
馬単票数 計 208723 的中 �� 468（85番人気）
ワイド票数 計 391034 的中 �� 2663（39番人気）�� 3462（30番人気）�� 3706（29番人気）
3連複票数 計 656771 的中 ��� 725（151番人気）
3連単票数 計 761038 的中 ��� 135（852番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．8―12．5―12．9―12．7―12．8―13．1―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．8―42．3―55．2―1：07．9―1：20．7―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モ ン オ ー ル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．8．19 札幌4着

2016．5．8生 牝3栗 母 モンヴェール 母母 スペシャルジェイド 8戦2勝 賞金 17，650，000円
〔制裁〕 アイアムピッカピカ号の騎手内田博幸は，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：11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。
（非当選馬） 1頭 エナホープ号



3204311月10日 晴 良 （1福島3） 第4日 第7競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時05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

59 タイキラトナンジュ 牡7鹿 57
54 ▲団野 大成�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 458＋ 21：10．0 9．3�
46 ゼ ア ブ ラ ヴ 牡5黒鹿 57

56 ☆西村 淳也 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B478－ 21：10．21� 11．4�
712� ハーキーステップ 牡3青鹿56 内田 博幸宮田美恵子氏 浜田多実雄 浦河 金成吉田牧場 482＋ 4 〃 クビ 55．0�
47 ナタラディーヴァ 牝3黒鹿 54

53 ☆横山 武史加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 444－ 61：10．41 7．5�
34 シシリエンヌ 牝3青鹿54 吉田 隼人手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 B476－10 〃 ハナ 16．4�
58 � ドクターデューン 牝4鹿 55

54 ☆菊沢 一樹松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 470－ 11：10．5クビ 34．9	
611� マ リ ー ツ ァ 牝4鹿 55 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 松田牧場 470－ 8 〃 アタマ 83．3

11 リュウグウヒメ 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 424－ 8 〃 ハナ 5．7�
814 パ ッ ポ ー ネ 牡5鹿 57 勝浦 正樹金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 下河辺牧場 480＋ 4 〃 クビ 77．2
22 マイネルアプラウス 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム B500＋ 21：10．6クビ 13．9�
23 � ワンパーパス 牝5黒鹿55 藤井勘一郎橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 442－ 61：10．81� 111．5�
713 グラスレガシー 牝4黒鹿55 柴田 善臣半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B514－ 2 〃 クビ 14．5�
815 スティルネス 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 424± 01：10．9� 2．3�
35 ミヤジシルフィード 牡3芦 56 中井 裕二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 B474－ 41：11．21� 23．8�
610� パ ド ク ロ ア 牝3黒鹿54 酒井 学辻 高史氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 430－ 21：12．26 200．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，477，800円 複勝： 28，758，600円 枠連： 11，479，700円
馬連： 36，949，500円 馬単： 18，300，600円 ワイド： 30，485，800円
3連複： 56，156，300円 3連単： 65，994，400円 計： 269，602，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 290円 � 390円 � 1，300円 枠 連（4－5） 1，480円

馬 連 �� 4，360円 馬 単 �� 8，390円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 5，250円 �� 5，820円

3 連 複 ��� 53，720円 3 連 単 ��� 232，260円

票 数

単勝票数 計 214778 的中 � 18463（4番人気）
複勝票数 計 287586 的中 � 29190（4番人気）� 19500（6番人気）� 5097（11番人気）
枠連票数 計 114797 的中 （4－5） 5977（6番人気）
馬連票数 計 369495 的中 �� 6563（16番人気）
馬単票数 計 183006 的中 �� 1634（32番人気）
ワイド票数 計 304858 的中 �� 6408（14番人気）�� 1475（50番人気）�� 1328（57番人気）
3連複票数 計 561563 的中 ��� 784（148番人気）
3連単票数 計 659944 的中 ��� 206（690番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．2―11．8―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．1―45．9―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキラトナンジュ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 Rubiano デビュー 2014．11．15 京都5着

2012．5．2生 牡7鹿 母 タイキルビー 母母 Kurofune Mystery 42戦2勝 賞金 38，505，000円
〔制裁〕 ゼアブラヴ号の騎手西村淳也は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・9番）
※出走取消馬 アイワナビリーヴ号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）

3204411月10日 晴 良 （1福島3） 第4日 第8競走 ��
��1，700�3歳以上1勝クラス

発走13時35分 （500万円以下） （ダート・右）
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
1：43．1
1：40．9

不良
重

813 テイエムクロムシャ 牡3青鹿55 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 468＋ 21：47．1 2．9�
610 テイエムギフテッド 牡4黒鹿 57

54 ▲団野 大成竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 470± 01：47．31 6．9�
45 � モズエロイコ 牡3鹿 55 吉田 隼人 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Don Alberto

Corporation 454－121：47．51	 5．0�
711 ユノディエール 牡5鹿 57 荻野 極ロイヤルパーク 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 466＋ 11：47．6
 158．5�
22 ハイクアウト �5鹿 57 酒井 学�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 518± 01：47．81	 7．9�
11 ゴールドフレーム �3栗 55

52 ▲菅原 明良外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 468＋ 4 〃 ハナ 9．5	
814� ア イ ア ス �3栗 55 丸田 恭介畑 末廣郎氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 506± 01：48．0
 196．1

46 ロ ジ ポ ル カ 牡3栗 55 内田 博幸久米田正明氏 菊沢 隆徳 新冠 村田牧場 468＋101：48．31
 6．7�
33 �� ステラストラータ �4鹿 57 柴田 善臣岡田 牧雄氏 大江原 哲 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

478＋ 41：48．4
 31．4�
57 モッズストーン �3栗 55

54 ☆横山 武史吉田 和美氏 武井 亮 新ひだか 畠山牧場 482－ 61：48．5クビ 21．1
712 ハ イ チ ー ズ 牡4鹿 57 松岡 正海 �ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 502－ 21：48．92 43．1�
34 � スズカアポロ 牡8黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B470－ 61：49．43 88．5�
58 エレガントエルフ �3鹿 55 田辺 裕信岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド B452± 01：50．03 37．9�
69 � ヒラボクプレミアム 牡4青 57 柴山 雄一�平田牧場 田中 剛 日高 下河辺牧場 448± 01：50．1クビ 29．9�
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売 得 金
単勝： 24，252，600円 複勝： 31，957，100円 枠連： 10，375，000円
馬連： 38，760，000円 馬単： 18，529，100円 ワイド： 32，619，800円
3連複： 57，823，800円 3連単： 67，279，800円 計： 281，597，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 200円 � 220円 枠 連（6－8） 1，000円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 450円 �� 390円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 9，660円

票 数

単勝票数 計 242526 的中 � 66641（1番人気）
複勝票数 計 319571 的中 � 74651（1番人気）� 36988（4番人気）� 32423（5番人気）
枠連票数 計 103750 的中 （6－8） 7995（2番人気）
馬連票数 計 387600 的中 �� 24040（3番人気）
馬単票数 計 185291 的中 �� 8471（3番人気）
ワイド票数 計 326198 的中 �� 18900（3番人気）�� 22199（1番人気）�� 10201（7番人気）
3連複票数 計 578238 的中 ��� 22188（2番人気）
3連単票数 計 672798 的中 ��� 5048（9番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．8―42．4―55．2―1：07．8―1：20．7―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムクロムシャ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Mutakddim デビュー 2018．12．9 中山2着

2016．2．23生 牡3青鹿 母 ランブルジャンヌ 母母 レ ス ト レ ス 14戦2勝 賞金 28，500，000円
〔発走状況〕 ロジポルカ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ロジポルカ号は，発走調教再審査。



3204511月10日 晴 良 （1福島3） 第4日 第9競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走14時05分 （500万円以下） （芝・右）
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

36 メ ガ フ レ ア 牡5黒鹿 57
56 ☆西村 淳也宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 484－ 42：01．8 12．3�

23 ミ チ ビ キ 牝3黒鹿 53
50 ▲藤田菜七子 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 42：02．01 27．9�

714 メガディスカバリー �3鹿 55 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 448－ 62：02．21	 44．1�
12 
 ギ ャ ツ ビ ー 牡6栗 57 和田 竜二 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 464＋ 4 〃 アタマ 60．8�
815 ワタシヲマッテル 牝4栗 55 柴田 善臣小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 464± 0 〃 クビ 31．4�
11 トーセンギムレット 牡3鹿 55 横山 和生島川 	哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 522＋ 62：02．3クビ 9．2

510 イ ル ル ー メ 牡4黒鹿 57

54 ▲小林 凌大西森 功氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド B486＋ 22：02．4� 30．7�
713 マイネルユニブラン 牡5黒鹿57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 522＋ 8 〃 ハナ 18．8�
48 シャイニングデイズ 牡3鹿 55

52 ▲団野 大成杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B472－ 42：02．61� 10．6
47 オーデットエール �4鹿 57 内田 博幸中村 昭博氏 奥平 雅士 安平 追分ファーム B476± 0 〃 ハナ 56．4�
611 ス テ ィ ー ン 牡3鹿 55

54 ☆横山 武史ゴドルフィン 池江 泰寿 愛 Zalim Bifov 474－122：02．7� 4．3�
816 プロトスター �4栗 57

54 ▲菅原 明良 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 476＋ 42：02．8� 7．1�
35 リ ゼ ブ ル ー 牝3芦 53 丸山 元気飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 赤田牧場 480－ 42：02．9� 9．5�
59 
 リーゼントシャルフ 牡5鹿 57 松岡 正海三浦 大輔氏 林 徹 千歳 社台ファーム 476－ 62：03．32� 115．1�
24 アリスブルー 牝3鹿 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 浦河 大北牧場 458＋ 62：05．2大差 3．7�
612
 サイモンルチアーノ 牡4栗 57 吉田 隼人澤田 昭紀氏 田中 清隆 青森 今川 満良 B496－ 42：07．6大差 353．8�
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売 得 金
単勝： 26，761，500円 複勝： 37，436，300円 枠連： 13，319，600円
馬連： 49，944，400円 馬単： 21，407，900円 ワイド： 39，783，700円
3連複： 76，712，700円 3連単： 85，227，600円 計： 350，593，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 440円 � 810円 � 990円 枠 連（2－3） 740円

馬 連 �� 12，650円 馬 単 �� 19，890円

ワ イ ド �� 4，110円 �� 4，750円 �� 9，400円

3 連 複 ��� 127，280円 3 連 単 ��� 502，350円

票 数

単勝票数 計 267615 的中 � 17368（7番人気）
複勝票数 計 374363 的中 � 23914（7番人気）� 11993（10番人気）� 9547（12番人気）
枠連票数 計 133196 的中 （2－3） 13819（1番人気）
馬連票数 計 499444 的中 �� 3058（45番人気）
馬単票数 計 214079 的中 �� 807（77番人気）
ワイド票数 計 397837 的中 �� 2511（48番人気）�� 2164（56番人気）�� 1086（82番人気）
3連複票数 計 767127 的中 ��� 452（294番人気）
3連単票数 計 852276 的中 ��� 123（1373番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―35．4―47．9―1：00．6―1：13．4―1：25．4―1：37．4―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メ ガ フ レ ア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．2．12 京都11着

2014．3．2生 牡5黒鹿 母 オーシャンルミナス 母母 オーシャンドリーム 34戦3勝 賞金 43，730，000円
〔制裁〕 イルルーメ号の騎手小林凌大は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サイモンルチアーノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月10日まで平

地競走に出走できない。

3204611月10日 晴 良 （1福島3） 第4日 第10競走 ��
��1，200�福島2歳ステークス

発走14時40分 （芝・右）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

福島馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．8

良
良

813 テーオーマルクス 牡2鹿 55 川須 栄彦小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 472± 01：10．3 6．5�
46 カイルアコナ 牝2鹿 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 440＋ 61：10．51	 3．5�
45 メメントモリ 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 446－12 〃 クビ 4．6�
22 ゴッドスター 牡2栗 55 藤井勘一郎�ノースヒルズ 池上 昌和 新冠 平山牧場 504＋201：10．6クビ 28．4�
610 チェアリングソング 牡2栗 55 藤田菜七子 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 2 〃 クビ 23．6	
11 コスモリモーネ 牡2栗 56 国分 優作岡田 繁幸氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 496± 01：10．81	 4．6

33 コスモカッティーボ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 41：11．11
 28．5�
58 メイショウベンガル 牡2芦 55 和田 竜二松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 450＋ 41：11．31	 13．8�
57 ジュニパーベリー 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B462＋ 4 〃 クビ 29．7
34 ホープホワイト 牝2青鹿54 横山 武史 �愛馬レーシングクラブ 武井 亮 平取 二風谷ファーム 446－ 61：11．4クビ 20．2�
69 エリーグランプリ 牝2鹿 54 菅原 明良谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 428＋ 21：11．82� 94．0�
712 プ リ ン サ ン 牝2鹿 54 菊沢 一樹是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 422－ 4 〃 クビ 96．2�
711 ビ ブ シ ョ ウ 牝2鹿 54 西村 淳也河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 404＋ 21：12．43� 49．4�
814 テリオスヒメ 牝2鹿 54 松岡 正海鈴木美江子氏 田島 俊明 青森 今川 満良 436－ 61：12．71� 52．3�
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売 得 金
単勝： 39，949，300円 複勝： 53，178，000円 枠連： 23，835，000円
馬連： 74，865，100円 馬単： 30，870，900円 ワイド： 53，461，500円
3連複： 116，866，800円 3連単： 136，315，200円 計： 529，341，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 180円 � 140円 � 170円 枠 連（4－8） 530円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 420円 �� 490円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 8，390円

票 数

単勝票数 計 399493 的中 � 50951（4番人気）
複勝票数 計 531780 的中 � 70417（4番人気）� 107830（1番人気）� 75375（3番人気）
枠連票数 計 238350 的中 （4－8） 34600（1番人気）
馬連票数 計 748651 的中 �� 51737（2番人気）
馬単票数 計 308709 的中 �� 9236（9番人気）
ワイド票数 計 534615 的中 �� 32740（2番人気）�� 27405（5番人気）�� 33744（1番人気）
3連複票数 計1168668 的中 ��� 60294（2番人気）
3連単票数 計1363152 的中 ��� 11770（9番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―12．0―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．1―46．1―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーマルクス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．6．1 阪神4着

2017．3．5生 牡2鹿 母 パープルストック 母母 パープルホワイト 5戦2勝 賞金 28，882，000円
〔発走状況〕 メメントモリ号は，枠入り不良。



3204711月10日 晴 良 （1福島3） 第4日 第11競走
第55回農林水産省賞典

��
��2，000�福 島 記 念（ＧⅢ）

発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，30．11．10以降1．11．3まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞・福島県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

510 クレッシェンドラヴ 牡5鹿 55 内田 博幸広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 496＋ 61：59．5 3．9�
59 ステイフーリッシュ 牡4鹿 57．5 中谷 雄太 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 446－101：59．71� 12．9�
612 ミッキースワロー 牡5鹿 58．5 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 クビ 4．3�
815 ウインイクシード 牡5黒鹿54 松岡 正海�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 494－ 41：59．91� 28．0�
35 レッドローゼス 牡5鹿 56 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 482± 02：00．0クビ 7．7	
36 デンコウアンジュ 牝6黒鹿55 柴田 善臣田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 462－ 22：00．1� 10．9

611 カンタービレ 牝4鹿 55 吉田 隼人石川 達絵氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 438± 0 〃 クビ 16．8�
713 メートルダール 牡6鹿 56 和田 竜二 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：00．2クビ 22．5�
816 マイネルサージュ 牡7鹿 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞	湖 レイクヴィラファーム 502± 0 〃 クビ 243．7
23 ルミナスウォリアー 牡8鹿 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 476－ 42：00．41� 134．0�
12 リリックドラマ 牝5鹿 52 西村 淳也ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 4 〃 アタマ 18．3�
24 アドマイヤジャスタ 牡3鹿 53 藤田菜七子近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B510－ 42：00．61� 13．4�
11 フローレスマジック 牝5鹿 53 丸山 元気 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 アタマ 43．9�
47 
 トーセンガーネット 牝3鹿 50 丸田 恭介島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 462＋102：00．8� 117．4�
714 アロハリリー 牝4青鹿54 酒井 学吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460± 02：01．12 13．6�
48 マイネルファンロン 牡4青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 2 〃 アタマ 11．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 116，029，600円 複勝： 162，722，700円 枠連： 79，094，400円
馬連： 403，924，500円 馬単： 135，970，800円 ワイド： 242，590，300円
3連複： 732，498，500円 3連単： 787，953，400円 計： 2，660，784，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 290円 � 170円 枠 連（5－5） 2，210円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 710円 �� 380円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 13，360円

票 数

単勝票数 計1160296 的中 � 234353（1番人気）
複勝票数 計1627227 的中 � 340617（1番人気）� 115644（5番人気）� 258876（2番人気）
枠連票数 計 790944 的中 （5－5） 27614（10番人気）
馬連票数 計4039245 的中 �� 150841（3番人気）
馬単票数 計1359708 的中 �� 30118（4番人気）
ワイド票数 計2425903 的中 �� 85486（3番人気）�� 175056（1番人気）�� 71186（6番人気）
3連複票数 計7324985 的中 ��� 200415（1番人気）
3連単票数 計7879534 的中 ��� 42756（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．6―35．1―47．2―59．2―1：11．5―1：23．6―1：35．7―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
2，14，11，15（1，7，8）－9，10，3（6，13）－12－（16，4）－5
2，14（11，15）8（1，7，9，10）3（6，13，12）4，16，5

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

勝馬の
紹 介

クレッシェンドラヴ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．10．22 東京12着

2014．4．14生 牡5鹿 母 ハイアーラヴ 母母 Dollar Bird 20戦6勝 賞金 146，844，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アウトライアーズ号・アメリカズカップ号・ゴールドサーベラス号・ナイトオブナイツ号・マイネルサーパス号・

ロードヴァンドール号

3204811月10日 晴 良 （1福島3） 第4日 第12競走 ��
��1，700�福 島 放 送 賞

発走15時55分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

11 メイショウササユリ 牝5黒鹿55 吉田 隼人松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 506－ 21：47．3 7．3�

34 ララメダイユドール 牡5鹿 57 中井 裕二フジイ興産� 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 512－ 2 〃 クビ 51．5�
（法942）

46 データヴァリュー 牡5鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース中舘 英二 安平 追分ファーム 482＋161：47．51� 8．7�
814	 ヒルノサルバドール 牡6栗 57 横山 武史�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 450－ 81：47．71� 4．2�
610 シ ゲ ノ ブ 牡4黒鹿57 和田 竜二玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 B512＋ 81：47．8
 6．3	
22 バーンスター 牡3鹿 55 藤井勘一郎�ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 480± 01：47．9クビ 7．7

47 ヘ ニ ッ ヒ �3黒鹿55 荻野 極小田 吉男氏 武井 亮 新冠 新冠橋本牧場 B454－ 21：48．0
 46．4�
713 メンターモード 牡5鹿 57 中谷 雄太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B502＋ 21：48．21
 53．7�
23 スワーヴノートン 牡5鹿 57 柴田 善臣�NICKS 田中 博康 日高 下河辺牧場 478－ 21：48．3
 13．5
59 ヴィーグリーズ 牡5鹿 57 横山 和生服部健太郎氏 清水 英克 新ひだか 服部 健太郎 462－ 61：48．4� 37．1�
58 カフェアトラス 牡4鹿 57 内田 博幸西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 B520＋ 21：48．82
 12．9�
712 テンノサクラコ 牝6黒鹿55 丸山 元気天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 486－ 21：49．65 37．8�
611 サウスザスナイパー 牡5黒鹿57 西村 淳也後藤 貞夫氏 加用 正 日高 木村牧場 538＋141：49．7クビ 6．6�
815 タイセイストーム 牡7青鹿57 勝浦 正樹田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 富田牧場 496－ 81：49．8
 21．2�
35 	 シゲルポインター 牡5鹿 57 丸田 恭介森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 474＋ 41：50．01
 52．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，361，600円 複勝： 44，077，400円 枠連： 22，489，200円
馬連： 74，685，800円 馬単： 30，841，700円 ワイド： 51，808，100円
3連複： 114，825，500円 3連単： 133，764，600円 計： 504，853，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 230円 � 1，380円 � 300円 枠 連（1－3） 8，920円

馬 連 �� 19，580円 馬 単 �� 32，210円

ワ イ ド �� 6，290円 �� 1，350円 �� 9，800円

3 連 複 ��� 83，120円 3 連 単 ��� 400，740円

票 数

単勝票数 計 323616 的中 � 35143（4番人気）
複勝票数 計 440774 的中 � 57370（3番人気）� 6893（15番人気）� 40187（4番人気）
枠連票数 計 224892 的中 （1－3） 1953（27番人気）
馬連票数 計 746858 的中 �� 2955（64番人気）
馬単票数 計 308417 的中 �� 718（107番人気）
ワイド票数 計 518081 的中 �� 2096（71番人気）�� 10217（15番人気）�� 1340（89番人気）
3連複票数 計1148255 的中 ��� 1036（239番人気）
3連単票数 計1337646 的中 ��� 242（1195番人気）

ハロンタイム 6．6―11．5―12．4―13．3―12．9―12．6―12．7―12．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．6―18．1―30．5―43．8―56．7―1：09．3―1：22．0―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．0
1
3
15，7（5，13）10（4，1，11）8，14（2，3）12（6，9）・（15，7，13，10）（5，1，8，11）（4，2，14，9）（3，12）6

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

勝馬の
紹 介

メイショウササユリ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．1 阪神9着

2014．3．26生 牝5黒鹿 母 ルックアミリオン 母母 ファストフレンド 19戦4勝 賞金 53，299，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 インペリオアスール号・グリニッジシチー号・パレスハングリー号・マイネルストラトス号・レコンキスタ号・

ワシントンテソーロ号

３レース目



（1福島3）第4日 11月10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 179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

256，410，000円
18，250，000円
1，820，000円
30，450，000円
76，463，000円
6，497，400円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
376，736，400円
526，507，000円
216，753，000円
877，271，700円
356，595，000円
622，552，700円
1，469，262，900円
1，639，591，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，085，269，700円

総入場人員 17，791名 （有料入場人員 15，079名）
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