
3204911月16日 晴 良 （1福島3） 第5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

35 プレジールドビブル 牡2鹿 55 木幡 初也東海林貴大氏 竹内 正洋 新ひだか 山際牧場 448＋ 21：10．3 13．8�
11 ア ル カ ウ ン 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 浦河 笹島 智則 426± 01：10．51� 1．9�
59 キョウエイリヴァル 牡2鹿 55

52 ▲大塚 海渡田中 晴夫氏 武藤 善則 日高 春木ファーム 470＋ 21：10．92� 42．5�
713 ナ ム ラ ボ ス 牡2鹿 55

54 ☆森 裕太朗奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 460＋101：11．0� 11．4�
815 タガノコットン 牡2栗 55 �島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504－ 21：11．1� 30．4�
714 スピーニディローザ 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大矢野 秀春氏 大江原 哲 新ひだか 矢野牧場 438－ 8 〃 クビ 31．3	
48 カツノセヴンス 牡2鹿 55 宮崎 北斗勝野産業� 伊藤 伸一 日高 モリナガファーム 460± 01：11．2� 204．7

510 スルーザリミッツ 牝2黒鹿 54

53 ☆川又 賢治岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新冠 ハシモトフアーム 428－ 21：11．3クビ 9．1�
36 ベルウッドコチョウ 牡2黒鹿55 荻野 極鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 472＋ 21：11．4� 20．2�
23 ナ ー ラ ッ ク 牝2栗 54

52 △木幡 育也�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 442－ 6 〃 クビ 12．0
47 メ シ ア ン 牝2栗 54

51 ▲団野 大成梶本 尚嗣氏 和田 勇介 新ひだか 金 球美 440＋ 41：11．61� 10．2�
612 レイチェリー 牝2黒鹿54 吉田 隼人佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 432－ 81：11．7クビ 30．0�
24 ファビュラスライン 牝2鹿 54 黛 弘人 �グリーンファーム黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 422－ 81：12．01� 31．7�
611 アオイベクター 牝2青鹿54 横山 和生鈴木 照雄氏 小野 次郎 新ひだか 高橋 修 444＋ 61：12．74 224．9�
12 エースヲネラエ 牝2黒鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 宗像 義忠 新冠 武田牧場 434＋101：15．1大差 445．8�
816 ササモッテコイ 牝2栗 54 的場 勇人西本 資史氏 的場 均 浦河 グラストレーニ

ングセンター 442± 01：15．95 125．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，493，600円 複勝： 43，249，200円 枠連： 9，071，200円
馬連： 35，088，100円 馬単： 19，540，600円 ワイド： 30，609，000円
3連複： 53，653，900円 3連単： 66，211，700円 計： 282，917，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 290円 � 110円 � 870円 枠 連（1－3） 490円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 420円 �� 3，730円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 7，180円 3 連 単 ��� 41，770円

票 数

単勝票数 計 254936 的中 � 15631（6番人気）
複勝票数 計 432492 的中 � 23339（5番人気）� 213695（1番人気）� 6381（12番人気）
枠連票数 計 90712 的中 （1－3） 14319（1番人気）
馬連票数 計 350881 的中 �� 32420（3番人気）
馬単票数 計 195406 的中 �� 5967（9番人気）
ワイド票数 計 306090 的中 �� 20737（3番人気）�� 1968（41番人気）�� 4985（16番人気）
3連複票数 計 536539 的中 ��� 5602（23番人気）
3連単票数 計 662117 的中 ��� 1149（131番人気）

ハロンタイム 9．6―10．8―11．7―12．6―12．6―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．4―32．1―44．7―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレジールドビブル �
�
父 ワールドエース �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2019．6．16 東京11着

2017．2．27生 牡2鹿 母 カワイコチャン 母母 モエレヒライス 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 カツノセヴンス号の騎手宮崎北斗は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エースヲネラエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月16日まで平地

競走に出走できない。
ササモッテコイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月16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 コイツバメカツコ号・ジョイ号

3205011月16日 晴 良 （1福島3） 第5日 第2競走 1，700�3歳以上1勝クラス
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
1：43．1
1：40．9

不良
重

35 トミケンエンデレア 牡4鹿 57
56 ☆横山 武史冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 下河辺牧場 502＋ 21：47．0 6．2�

46 � チェリートリトン 牡5芦 57
54 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 486－ 21：47．1� 20．2�

713 フィストバンプ 牡3青鹿 55
52 ▲山田 敬士小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 496－ 21：47．2� 7．3�

611 ネクストムーブ 牡6栗 57 吉田 隼人林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 518＋ 61：47．3� 5．6�
610 シールドヴォルト 牡3鹿 55 �島 克駿飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 430－ 81：47．61� 6．9�
11 ノーリミッツ 牡3黒鹿 55

54 ☆川又 賢治山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 442＋ 4 〃 クビ 20．2�
47 マイサンシャイン 牡3栗 55

52 ▲団野 大成三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 470－ 41：47．7� 15．2	
814 メイショウゴテツ 牡6青鹿57 �島 良太松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 B480－ 41：48．01� 26．1

23 ダノンテアトロ 牡4鹿 57 荻野 極�ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 482＋20 〃 クビ 93．9�
712 タガノゴマチャン 牡3芦 55

54 ☆西村 淳也八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 454－161：48．21 14．4
815 グ リ ト ニ ル 牡5鹿 57 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 444＋ 41：48．3� 167．1�
22 キングスバレイ 牡3栗 55

53 △斎藤 新村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 512＋ 61：48．4クビ 4．4�
59 サクラトップスター 牡4栗 57 西田雄一郎�トップフェロウ奥平 雅士 新冠 細川農場 B454－ 6 〃 クビ 107．4�
34 カイトセブン 牡4黒鹿57 菅原 隆一本田 恒雄氏 南田美知雄 むかわ 佐久間 孝司 492－ 61：48．61� 110．9�
58 ハーベストゴールド 牡3栗 55

52 ▲藤田菜七子平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 坂東ファーム B446＋ 21：49．02� 9．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，128，600円 複勝： 27，366，200円 枠連： 7，789，500円
馬連： 29，117，700円 馬単： 13，509，400円 ワイド： 26，022，800円
3連複： 45，783，200円 3連単： 45，962，900円 計： 212，680，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 220円 � 560円 � 220円 枠 連（3－4） 1，970円

馬 連 �� 5，510円 馬 単 �� 8，330円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 730円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 12，830円 3 連 単 ��� 77，310円

票 数

単勝票数 計 171286 的中 � 22095（3番人気）
複勝票数 計 273662 的中 � 36451（3番人気）� 10494（10番人気）� 34340（4番人気）
枠連票数 計 77895 的中 （3－4） 3053（11番人気）
馬連票数 計 291177 的中 �� 4094（25番人気）
馬単票数 計 135094 的中 �� 1215（33番人気）
ワイド票数 計 260228 的中 �� 3567（26番人気）�� 9652（6番人気）�� 2241（38番人気）
3連複票数 計 457832 的中 ��� 2675（49番人気）
3連単票数 計 459629 的中 ��� 431（290番人気）

ハロンタイム 6．9―11．6―12．2―12．3―13．4―12．5―12．3―12．6―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．5―30．7―43．0―56．4―1：08．9―1：21．2―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．1
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンエンデレア �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Gone West デビュー 2018．1．21 中山4着

2015．3．26生 牡4鹿 母 プリスティン 母母 Existentialist 14戦2勝 賞金 26，150，000円
〔制裁〕 メイショウゴテツ号の騎手�島良太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・

8番）

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



3205111月16日 晴 良 （1福島3） 第5日 第3競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時40分 （芝・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
1：07．8

良
良

59 グッドマックス 牝2芦 54 丸山 元気長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 444＋ 21：10．4 5．6�
611� ピ ン シ ャ ン 牡2栗 55

52 ▲菅原 明良冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dream With
Me Stables Inc. 454＋101：10．5� 4．7�

713 テンジュイン 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 新井 昭二 424＋ 6 〃 クビ 15．8�
36 ネクストエピソード 牝2鹿 54

52 △斎藤 新ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 390－ 21：10．6� 29．9�

816 フローラルドレス 牝2鹿 54 勝浦 正樹髙橋 正雄氏 伊藤 大士 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 B430＋141：10．7クビ 77．1�

612 スマートアペックス 牡2青鹿55 �島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス
マート B464－ 21：10．8� 7．2	

47 リーディングレディ 牝2栗 54 黛 弘人 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 2 〃 クビ 49．6�

815 ラファームソルティ 牝2鹿 54 丸田 恭介 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 �川 啓一 428± 01：10．9� 27．6�
11 ニジュッケンドーロ 牡2鹿 55

52 ▲大塚 海渡保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 414± 01：11．0� 20．6
23 タッシーアンジェラ 牝2栗 54 吉田 隼人吉岡 輝美氏 本田 優 日高 川端 正博 472－ 61：11．21� 19．5�
48 ダウンタウンスピカ 牝2鹿 54

53 ☆横山 武史林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 434＋10 〃 ハナ 6．2�
12 エターナルダイヤ 牡2栗 55 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 21：11．3� 15．5�
35 � ブレイムドーター 牝2鹿 54

51 ▲団野 大成小川眞査雄氏 小野 次郎 米 Indian Creek
& Nicky Drion 392－ 41：11．51� 9．4�

714 ナックローズ 牝2鹿 54
51 ▲藤田菜七子小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか タイヘイ牧場 414＋ 6 〃 ハナ 17．7�

510 ロケットムーン 牝2鹿 54 西田雄一郎 Him Rock Racing
ホールディングス
 武市 康男 日高 北田 剛 396＋ 21：11．6アタマ 458．0�

24 エッセンシャル 牝2鹿 54
51 ▲小林 凌大平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 静内フジカワ牧場 390＋ 41：12．98 271．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，750，400円 複勝： 32，681，900円 枠連： 9，282，800円
馬連： 32，801，400円 馬単： 14，319，100円 ワイド： 29，641，200円
3連複： 52，800，800円 3連単： 53，687，600円 計： 245，965，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 200円 � 460円 枠 連（5－6） 610円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，310円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 9，480円 3 連 単 ��� 36，070円

票 数

単勝票数 計 207504 的中 � 30887（2番人気）
複勝票数 計 326819 的中 � 42766（4番人気）� 47084（2番人気）� 15521（7番人気）
枠連票数 計 92828 的中 （5－6） 11720（1番人気）
馬連票数 計 328014 的中 �� 13337（4番人気）
馬単票数 計 143191 的中 �� 3387（3番人気）
ワイド票数 計 296412 的中 �� 10753（3番人気）�� 5731（11番人気）�� 5119（15番人気）
3連複票数 計 528008 的中 ��� 4177（22番人気）
3連単票数 計 536876 的中 ��� 1079（68番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―11．9―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．8―46．7―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グッドマックス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．10．5 東京4着

2017．5．8生 牝2芦 母 グッドルッキング 母母 オリエンタルアート 3戦1勝 賞金 6，850，000円
〔制裁〕 ニジュッケンドーロ号の騎手大塚海渡は，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：2番・

5番・14番）

3205211月16日 曇 良 （1福島3） 第5日 第4競走 1，800�2歳未勝利
発走11時10分 （芝・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
1：46．2
1：45．6

良
良

510 ハローキャンディ 牝2鹿 54 吉田 隼人中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 428± 01：49．1 9．8�
11 バトーブラン 牝2芦 54

52 △斎藤 新 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 21：49．31� 6．2�

59 ウインアステロイド 牡2青鹿 55
54 ☆横山 武史�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 4 〃 アタマ 3．4�

612 ホウオウエミーズ 牝2鹿 54 丸山 元気小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 448－ 41：49．51� 20．8�
713 アレグリアシチー 牡2栃栗 55

52 ▲団野 大成 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 浦河 杵臼牧場 440＋ 6 〃 ハナ 37．0�
36 アスターファゴット 牡2鹿 55 �島 良太加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 490± 01：49．6� 6．0	
611 ムーンフェアリー 牝2栗 54 丹内 祐次村山 卓也氏 岩戸 孝樹 浦河 高村牧場 438－ 61：49．81� 72．8

24 リ ス ペ ク ト 牡2鹿 55 丸田 恭介石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 456＋101：49．9� 5．5�
48 ナンヨーショウエイ 牝2栗 54

51 ▲山田 敬士中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 392－ 81：50．11 112．4�
23 コスモレペティール 牝2黒鹿54 宮崎 北斗 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 430＋ 2 〃 クビ 24．8�
714 トーセンソワレ 牡2鹿 55 勝浦 正樹島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 466＋ 6 〃 クビ 53．0�
47 フォーハンズプレイ 牡2黒鹿 55

52 ▲菅原 明良松嶋 良治氏 武井 亮 むかわ 上水牧場 450＋ 41：50．2クビ 96．3�
35 ピ ノ ッ キ オ 牡2黒鹿55 西田雄一郎櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 新井 昭二 510－ 21：50．3� 164．7�
816 ヒナノコバン 牡2鹿 55 荻野 極日向 英二氏 本間 忍 浦河 栄進牧場 450＋ 21：50．51� 141．9�
815 ダイナナフェアリー 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 日高 坂戸 節子 458± 01：50．81� 10．0�
12 アーヴィング 牡2鹿 55 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 小野 次郎 新冠 中本牧場 456＋161：51．33 170．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，236，800円 複勝： 29，258，200円 枠連： 8，901，300円
馬連： 31，237，100円 馬単： 14，283，200円 ワイド： 27，458，200円
3連複： 45，156，000円 3連単： 48，638，200円 計： 226，169，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 230円 � 200円 � 150円 枠 連（1－5） 850円

馬 連 �� 3，950円 馬 単 �� 7，980円

ワ イ ド �� 830円 �� 530円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 29，530円

票 数

単勝票数 計 212368 的中 � 18132（5番人気）
複勝票数 計 292582 的中 � 28768（5番人気）� 35586（4番人気）� 59654（1番人気）
枠連票数 計 89013 的中 （1－5） 8078（2番人気）
馬連票数 計 312371 的中 �� 6127（15番人気）
馬単票数 計 142832 的中 �� 1341（34番人気）
ワイド票数 計 274582 的中 �� 7938（10番人気）�� 13118（4番人気）�� 20301（2番人気）
3連複票数 計 451560 的中 ��� 11946（7番人気）
3連単票数 計 486382 的中 ��� 1194（86番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．9―12．8―12．9―12．1―12．2―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―35．2―48．0―1：00．9―1：13．0―1：25．2―1：37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハローキャンディ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2019．6．30 福島7着

2017．4．11生 牝2鹿 母 トシキャンディ 母母 コ ル チ カ 4戦1勝 賞金 6，800，000円



3205311月16日 曇 良 （1福島3） 第5日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時00分 （芝・右）

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

69 デンタルバルーン 牝2青鹿 54
51 ▲団野 大成三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 カナイシスタッド 456 ―1：10．5 2．9�

68 チートコード 牡2鹿 55 黛 弘人�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 508 ―1：10．92� 4．4�
45 キットサクラサク 牡2栗 55

52 ▲菅原 明良塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 460 ―1：11．0� 8．3�
56 クリノクリスチャン 牡2鹿 55

54 ☆西村 淳也栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 佐々木牧場 430 ―1：11．95 4．1�
11 ペイシャフェッタ 牡2栗 55 丸田 恭介北所 直人氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 496 ― 〃 アタマ 26．7�
33 ダイユウライラック 牝2青鹿54 嶋田 純次大友 靖岐氏 加藤 和宏 新ひだか 荒木 貴宏 450 ―1：12．32� 43．9	
711 マイネルサイプレス 牡2栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新ひだか タツヤファーム 444 ― 〃 ハナ 13．1

22 スタニングビスタ 牝2栗 54 荻野 極岡田 牧雄氏 武藤 善則 日高 増尾牧場 442 ―1：12．4� 51．9�
44 ダンシングジュエル 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 418 ―1：12．5クビ 32．3�
57 ボ ボ テ ィ ー 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大杉浦 和也氏 的場 均 日高 シグラップファーム 436 ―1：12．6� 21．3
710 マインレッド 牝2鹿 54 菅原 隆一峰 哲馬氏 小野 次郎 新ひだか 藤吉牧場 430 ―1：12．81� 147．0�
813 デルマジルコン 牝2鹿 54

52 △木幡 育也浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 446 ―1：13．75 45．7�
812 キリシマサンバ 牝2鹿 54 杉原 誠人土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 458 ― （競走中止） 124．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，499，900円 複勝： 20，281，100円 枠連： 8，002，700円
馬連： 27，447，700円 馬単： 14，636，500円 ワイド： 22，018，900円
3連複： 38，881，900円 3連単： 49，288，500円 計： 198，057，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 150円 � 190円 枠 連（6－6） 570円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 250円 �� 480円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 6，000円

票 数

単勝票数 計 174999 的中 � 49142（1番人気）
複勝票数 計 202811 的中 � 44703（1番人気）� 35630（3番人気）� 23753（4番人気）
枠連票数 計 80027 的中 （6－6） 10850（2番人気）
馬連票数 計 274477 的中 �� 35402（2番人気）
馬単票数 計 146365 的中 �� 7776（4番人気）
ワイド票数 計 220189 的中 �� 25433（1番人気）�� 11083（4番人気）�� 9728（6番人気）
3連複票数 計 388819 的中 ��� 17501（3番人気）
3連単票数 計 492885 的中 ��� 5949（9番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．5―12．1―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．3―47．4―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンタルバルーン �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 プリサイスエンド 初出走

2017．5．8生 牝2青鹿 母 デンタルハイジーン 母母 ジョウノパンジー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 キリシマサンバ号は，競走中に疾病〔右寛骨々折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

3205411月16日 曇 良 （1福島3） 第5日 第6競走 ��1，150�3歳以上1勝クラス
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

36 サイドストリート 牝4鹿 55 丸山 元気山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 476＋ 61：08．6 4．5�
510 ダウンタウンプリマ 牝3栗 54 �島 克駿林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 452－141：09．23� 108．5�
12 グレースアンバー 牝3栗 54

51 ▲団野 大成吉田 千津氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 430－ 21：09．41� 10．5�
59 ブランオラージュ 	5芦 57

55 △斎藤 新ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 438＋ 21：09．5
 11．4�
23 ハ ウ リ ン グ 牝4栗 55 吉田 隼人ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 41：09．6
 9．5�
816� ワールドイズマイン 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子�レッドマジック金成 貴史 米 R. M. J. Sta-
bles, LLC 454＋ 61：09．7
 2．4	

35 ノボリソング 牝4鹿 55 岩崎 翼原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 456－141：09．8クビ 137．4

611� ブルーオラーリオ 牡5青鹿 57

54 ▲菅原 明良 �YGGホースクラブ 稲垣 幸雄 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 474－ 41：10．01� 10．4�

47 � シャイニングカフェ 牡7黒鹿57 柴田 善臣西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 526＋ 2 〃 クビ 29．1�
11 ニシノゴウウン 	3青鹿56 藤井勘一郎西山 茂行氏 小島 茂之 新冠 カミイスタット 480＋ 4 〃 ハナ 101．3
714� キョウエイガウディ 牡5鹿 57 岩部 純二田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 512＋ 61：10．31
 138．9�
48 � エヴァキュアン 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治加藤 誠氏 中竹 和也 米 Godolphin 488＋12 〃 クビ 18．1�
815 ラ イ ゴ ッ ド 牝4黒鹿 55

52 ▲小林 凌大�明栄商事 新開 幸一 新冠 ムラカミファーム 460± 01：10．61
 241．4�
612 メイショウロサン 牡3黒鹿56 �島 良太松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 480＋20 〃 アタマ 37．6�
24 ミヤラビランド 牝5鹿 55

54 ☆西村 淳也石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 458± 01：10．7
 11．8�
713 サンタアズライト 	5栗 57 宮崎 北斗岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 41：11．23 199．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，868，500円 複勝： 33，085，700円 枠連： 8，490，400円
馬連： 34，617，000円 馬単： 17，979，100円 ワイド： 31，916，300円
3連複： 52，943，500円 3連単： 64，932，900円 計： 267，833，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 1，970円 � 290円 枠 連（3－5） 2，170円

馬 連 �� 22，130円 馬 単 �� 28，500円

ワ イ ド �� 6，700円 �� 780円 �� 12，320円

3 連 複 ��� 51，630円 3 連 単 ��� 285，310円

票 数

単勝票数 計 238685 的中 � 42352（2番人気）
複勝票数 計 330857 的中 � 66910（2番人気）� 3261（12番人気）� 28967（4番人気）
枠連票数 計 84904 的中 （3－5） 3030（10番人気）
馬連票数 計 346170 的中 �� 1212（49番人気）
馬単票数 計 179791 的中 �� 473（74番人気）
ワイド票数 計 319163 的中 �� 1193（48番人気）�� 11177（9番人気）�� 646（65番人気）
3連複票数 計 529435 的中 ��� 769（118番人気）
3連単票数 計 649329 的中 ��� 165（649番人気）

ハロンタイム 9．5―11．0―11．4―12．0―11．9―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．5―31．9―43．9―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイドストリート �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．3．25 中山6着

2015．3．10生 牝4鹿 母 メアリーズガーデン 母母 サンデーピクニック 15戦2勝 賞金 26，150，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 サーストンネイジュ号・スケールアップ号・テンモントム号・ホウロクダマ号・リリカルドーン号



3205511月16日 曇 良 （1福島3） 第5日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時00分 （芝・右）（500万円以下）

若手騎手；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

815� ペ ガ ー ズ 牡5鹿 57
56 ☆川又 賢治 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 502± 01：47．9 11．9�
24 マイネルプリンチペ 牡4黒鹿 57

54 ▲菅原 明良 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 21：48．0� 7．5�

48 キタサンバルカン 牡3鹿 55
52 ▲藤田菜七子�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 428－ 21：48．21� 1．7�

35 ストームリッパー �3鹿 55
52 ▲大塚 海渡吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B492－ 41：48．3� 46．0�

611� パルフェクォーツ 牡5栗 57
54 ▲団野 大成 �キャロットファーム 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 526－121：48．51� 9．8	

714� ブラックデビル 牡4鹿 57
54 ▲小林 凌大岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 476－181：48．6� 32．3


816 ソイルトゥザソウル 牡4青鹿 57
54 ▲山田 敬士グリーンスウォード高市 圭二 新冠 村田牧場 450＋ 4 〃 クビ 19．6�

11 クラヴィーア 牝3栗 53
51 △斎藤 新�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 41：48．7� 26．5�
47 マイネルザウバア 牡5栗 57 井上 敏樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 454－ 41：48．8クビ 21．2
36 アークロイヤル 牝3栗 53

52 ☆森 裕太朗原 	子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 408－ 2 〃 クビ 58．9�
12 ナンヨーマーズ 牡5鹿 57 木幡 初也中村 德也氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 450＋ 61：48．9� 105．1�
612 ドルフィンマーク �6黒鹿57 岩崎 翼大塚 亮一氏 柄崎 孝 浦河 杵臼牧場 B508＋ 4 〃 クビ 422．6�
510 レッドアクトレス 牝3栗 53 
島 克駿 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 416± 01：49．0� 21．6�
713� フライオールデイズ 牡4黒鹿 57

56 ☆西村 淳也岡田 壮史氏 清水 英克 様似 小田牧場 500－101：49．42� 29．0�
23 � ディスパーション 牝5栗 55

54 ☆横山 武史村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 476＋ 21：49．61� 37．1�
59 ミーティアトレイル 牡4芦 57 荻野 極 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B468＋ 21：51．210 21．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，361，300円 複勝： 39，333，300円 枠連： 10，999，000円
馬連： 37，228，600円 馬単： 22，407，500円 ワイド： 38，585，000円
3連複： 59，371，300円 3連単： 76，460，600円 計： 310，746，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 220円 � 160円 � 110円 枠 連（2－8） 2，140円

馬 連 �� 4，060円 馬 単 �� 9，480円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 470円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 24，110円

票 数

単勝票数 計 263613 的中 � 17617（4番人気）
複勝票数 計 393333 的中 � 29397（4番人気）� 48101（2番人気）� 157670（1番人気）
枠連票数 計 109990 的中 （2－8） 3983（8番人気）
馬連票数 計 372286 的中 �� 7093（14番人気）
馬単票数 計 224075 的中 �� 1771（27番人気）
ワイド票数 計 385850 的中 �� 8968（10番人気）�� 20850（3番人気）�� 34784（1番人気）
3連複票数 計 593713 的中 ��� 20597（2番人気）
3連単票数 計 764606 的中 ��� 2299（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―35．8―48．0―59．8―1：11．9―1：24．2―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3
3，13（7，11，9）（4，15）（1，8）（14，16）2－（5，10）－12－6・（3，13）9（11，4）（7，1，15）8，16（2，5）14－10，12－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ペ ガ ー ズ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ムーンバラッド

2014．3．19生 牡5鹿 母 ア オ ゾ ラ 母母 グリーンヒルマック 22戦1勝 賞金 23，662，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔制裁〕 ドルフィンマーク号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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 シークレットアイズ号

3205611月16日 曇 良 （1福島3） 第5日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時35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 ジューンシルフィア 牝3栗 54 �島 克駿吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 432± 01：09．7 6．1�
47 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± 01：09．8� 13．3�
48 シエルブラン 牝5栗 55

54 ☆川又 賢治金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 462＋ 4 〃 ハナ 16．1�
713 リーディングエッジ �4鹿 57

54 ▲団野 大成ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504－ 61：09．9� 2．7�

611� サウンドオブビット 牡6鹿 57 丸田 恭介馬場 祥晃氏 松永 康利 浦河 大北牧場 476＋ 4 〃 クビ 32．4�
714 グッドワード 牝4芦 55

52 ▲藤田菜七子下河辺俊行氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 490＋121：10．11 5．1�
23 ジ ャ ッ キ ー 牡5栗 57

55 △木幡 育也本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 472－121：10．2� 25．3	
612 グリニッチヴィレジ 牝6黒鹿55 木幡 初也 
コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 436－ 2 〃 クビ 82．8�
35 マイネルアプラウス 牡3黒鹿56 宮崎 北斗 
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 B494－ 61：10．3� 46．1�
815 グラドゥアーレ 牡5栗 57

54 ▲大塚 海渡 シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 486＋12 〃 ハナ 10．7�
12 � モアナブルー 牝5栗 55

52 ▲菅原 明良平川 浩之氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 21：10．83 42．4�
510 エイカイキャロル 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史二木 英德氏 坂口 智康 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム B456± 01：10．9� 6．5�

59 � エルポルラド 牡4鹿 57 西田雄一郎加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 B480＋141：11．0� 154．5�
36 サンタンデール 牝3鹿 54 丹内 祐次小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 長田ファーム 424－ 81：11．21 177．1�
24 � アイファーブレーヴ 牡4黒鹿 57

55 △斎藤 新中島 稔氏 作田 誠二 新ひだか 野表 篤夫 470＋ 81：11．73 220．8�
816� クリノジョヴァンナ 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 蛯名 利弘 新ひだか 中田 浩美 456－311：13．5大差 274．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，193，200円 複勝： 35，092，200円 枠連： 13，214，700円
馬連： 42，592，000円 馬単： 19，601，300円 ワイド： 36，764，200円
3連複： 60，391，700円 3連単： 75，780，000円 計： 309，629，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 270円 � 440円 枠 連（1－4） 1，620円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 5，420円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 1，910円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 17，160円 3 連 単 ��� 82，490円

票 数

単勝票数 計 261932 的中 � 34099（3番人気）
複勝票数 計 350922 的中 � 50622（2番人気）� 33743（5番人気）� 17943（7番人気）
枠連票数 計 132147 的中 （1－4） 6305（7番人気）
馬連票数 計 425920 的中 �� 9094（13番人気）
馬単票数 計 196013 的中 �� 2708（20番人気）
ワイド票数 計 367642 的中 �� 9520（12番人気）�� 4905（19番人気）�� 3496（28番人気）
3連複票数 計 603917 的中 ��� 2638（54番人気）
3連単票数 計 757800 的中 ��� 666（247番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．3―11．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．6―46．1―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジューンシルフィア �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ノボジャック デビュー 2018．11．18 京都2着

2016．3．23生 牝3栗 母 オールブランニュー 母母 ニューデイダウニング 8戦2勝 賞金 20，450，000円
〔発走状況〕 リーディングエッジ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 エイカイキャロル号の騎手横山武史は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・5番）

シエルブラン号の騎手川又賢治は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：7番・1
番）

〔調教再審査〕 リーディングエッジ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノジョヴァンナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月16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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 チャピ号



3205711月16日 曇 良 （1福島3） 第5日 第9競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走14時10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
1：57．3
1：56．1

良
良

35 � ココナッツスルー 牝4黒鹿 55
53 △斎藤 新飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 440－142：00．9 11．1�

48 リトミカメンテ 牝3栗 53
52 ☆西村 淳也 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 42：01．11� 2．0�
510 ルエヴェルロール 牝5黒鹿55 中谷 雄太 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 62：01．73� 20．3�
47 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 462－ 2 〃 アタマ 45．3�
714 ネ ガ イ 牝3鹿 53 丸田 恭介石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 458＋ 22：01．91 18．0�
36 エリンズロマーネ 牝4栗 55 吉田 隼人吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 ハナ 15．9	
815 エフティイーリス 牝3黒鹿 53

50 ▲菅原 明良吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 446－10 〃 アタマ 9．5

23 タンタグローリア 牝5鹿 55

54 ☆横山 武史�G1レーシング 田島 俊明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 410－ 62：02．11 6．4�

816 マイタイムオブデイ 牝3栗 53
50 ▲団野 大成 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 446－ 62：02．31� 47．7

11 スパークオブライフ 牝3黒鹿 53
50 ▲藤田菜七子西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 396－ 4 〃 ハナ 7．0�

12 ウエスタンランポ 牝3鹿 53 丸山 元気西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 406－ 8 〃 クビ 53．1�
24 � 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± 02：02．51� 253．3�
612 タイプムーン 牝4黒鹿55 宮崎 北斗 �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 470－ 2 〃 アタマ 104．2�
59 � シンボリブーケ 牝5鹿 55 丹内 祐次岡田 壮史氏 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 484± 02：02．6� 191．2�
713� デルマエトワール 牝3芦 53

50 ▲小林 凌大浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 470－ 82：03．23� 193．0�
611 トレミエール 牝3鹿 53 荻野 極�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 62：03．62� 78．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，389，800円 複勝： 41，030，300円 枠連： 11，908，100円
馬連： 46，907，900円 馬単： 22，254，100円 ワイド： 40，223，100円
3連複： 69，364，900円 3連単： 85，805，800円 計： 348，884，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 240円 � 130円 � 370円 枠 連（3－4） 650円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 410円 �� 2，200円 �� 670円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 25，840円

票 数

単勝票数 計 313898 的中 � 22556（5番人気）
複勝票数 計 410303 的中 � 36859（4番人気）� 117987（1番人気）� 21089（8番人気）
枠連票数 計 119081 的中 （3－4） 14024（3番人気）
馬連票数 計 469079 的中 �� 38121（3番人気）
馬単票数 計 222541 的中 �� 6093（10番人気）
ワイド票数 計 402231 的中 �� 27456（2番人気）�� 4304（26番人気）�� 15396（6番人気）
3連複票数 計 693649 的中 ��� 12491（12番人気）
3連単票数 計 858058 的中 ��� 2407（71番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．3―12．5―13．4―11．9―11．8―11．7―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．0―48．5―1：01．9―1：13．8―1：25．6―1：37．3―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ココナッツスルー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seattle Slew

2015．1．10生 牝4黒鹿 母 ノベンバースルー 母母 November Snow 10戦1勝 賞金 13，600，000円
初出走 JRA

※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 マイキューティー号
（非抽選馬） 1頭 カラミンサ号

3205811月16日 曇 良 （1福島3） 第5日 第10競走 1，700�
つ ち ゆ お ん せ ん

土 湯 温 泉 特 別
発走14時45分 （ダート・右）

3歳以上，1勝クラス（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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

33 カセノウィナー 牡3栗 55 丸山 元気平川 進氏 土田 稔 新冠 村上 雅規 482－ 81：46．9 6．2�
56 � ヴィーヴァマーレ 牡4青 57 斎藤 新芹澤 精一氏 作田 誠二 新ひだか 原口牧場 466－ 21：47．43 18．2�
69 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 456－10 〃 クビ 21．5�
44 シュバルツリッター 牡4青鹿57 丸田 恭介ライオンレースホース� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 464－ 21：47．61 15．5�
710 キョウワウォール 牡3黒鹿55 丹内 祐次�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 492＋ 31：47．7� 88．0	
813 タマモサンシーロ 牡3鹿 55 藤井勘一郎タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 514－ 61：47．8クビ 5．7

11 マンノグランプリ 牡3鹿 55 �島 良太萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム B506＋ 21：48．01� 15．8�
812 ウインドオブホープ �6栗 57 吉田 隼人�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 540＋ 2 〃 クビ 14．9�
45 メイショウランセツ 牡3栗 55 岩崎 翼松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 川越ファーム 462＋ 21：48．1クビ 26．7
711 アイムソーグレイト 牡3栗 55 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 浦河 岡部牧場 462＋ 41：48．2� 62．0�
68 ダノングリスター 牡3鹿 55 横山 武史�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム 502＋ 21：48．41	 1．8�
57 クリノロケットマン 牡3鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 川島 正広 514＋ 61：51．6大差 309．0�
22 タカノオージャ 牡3鹿 55 西村 淳也山口多賀司氏 村山 明 新冠 守矢牧場 494＋ 41：52．13 63．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，821，100円 複勝： 47，305，300円 枠連： 13，740，900円
馬連： 53，279，700円 馬単： 28，981，600円 ワイド： 37，989，600円
3連複： 73，589，100円 3連単： 116，182，300円 計： 399，889，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 330円 � 640円 � 580円 枠 連（3－5） 5，800円

馬 連 �� 4，050円 馬 単 �� 7，670円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，690円 �� 3，470円

3 連 複 ��� 23，460円 3 連 単 ��� 118，300円

票 数

単勝票数 計 288211 的中 � 37101（3番人気）
複勝票数 計 473053 的中 � 41353（3番人気）� 18548（7番人気）� 20679（6番人気）
枠連票数 計 137409 的中 （3－5） 1833（16番人気）
馬連票数 計 532797 的中 �� 10182（14番人気）
馬単票数 計 289816 的中 �� 2833（23番人気）
ワイド票数 計 379896 的中 �� 8881（11番人気）�� 5802（18番人気）�� 2760（33番人気）
3連複票数 計 735891 的中 ��� 2352（66番人気）
3連単票数 計1161823 的中 ��� 712（307番人気）

ハロンタイム 6．8―11．2―11．9―13．0―13．0―12．5―12．8―12．5―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―29．9―42．9―55．9―1：08．4―1：21．2―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
2，3，12（6，11）13－4－（5，10）8－7，1，9・（2，3，12）（6，11，13）4（8，10）1，5－7，9

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

勝馬の
紹 介

カセノウィナー �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2018．11．4 東京6着

2016．4．21生 牡3栗 母 マルティプライ 母母 マイティーダンサー 7戦2勝 賞金 18，663，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タカノオージャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月16日まで平地競

走に出走できない。



3205911月16日 曇 良 （1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，2勝クラス（1000万円以下），30．11．17以降1．11．10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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．1

良
良

712 サンアップルトン 牡3黒鹿54 柴田 善臣 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 株式会社
ケイズ 454－122：39．0 5．1�

11 シャイニーゲール 牡5鹿 55 斎藤 新小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 458－122：39．32 14．0�
45 トロピカルストーム �6黒鹿55 西村 淳也吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 42：39．4� 5．6�
33 コスモジャーベ 牡6黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 478－ 22：39．71� 25．7�
610 ディバインフォース 牡3鹿 55 横山 武史吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 442－ 62：39．8クビ 2．5	
34 ニッポンテイオー 牡4鹿 55 藤田菜七子新谷 幸義氏 大久保龍志 日高 チャンピオン

ズファーム 460± 0 〃 アタマ 8．7

46 � メイショウタカトラ 牡5黒鹿53 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 502－ 62：40．97 31．1�
22 ジャディード 牡4黒鹿54 木幡 初也丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B438＋ 22：41．21� 53．6�
57 ウェディングベール 牝4芦 52 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 22：41．41 50．1
711 コンダクトレス 牝4黒鹿52 杉原 誠人 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：41．93 13．8�
814 ピボットポイント 牡4鹿 54 中谷 雄太 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム B470－ 82：43．17 21．4�
813 モンファロン 牡4黒鹿53 団野 大成杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 462－122：43．52� 107．0�
58 ミルトプレスト 牡5鹿 56 丸田 恭介永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 498＋ 62：43．6クビ 21．5�
69 ル ー モ ス 牝4黒鹿52 嘉藤 貴行山本 武司氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 486＋ 82：44．55 101．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，180，100円 複勝： 63，330，400円 枠連： 29，272，900円
馬連： 132，816，100円 馬単： 50，397，500円 ワイド： 83，166，000円
3連複： 211，463，600円 3連単： 241，039，400円 計： 861，666，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 310円 � 160円 枠 連（1－7） 2，030円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 640円 �� 890円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 25，610円

票 数

単勝票数 計 501801 的中 � 77957（2番人気）
複勝票数 計 633304 的中 � 82574（3番人気）� 44060（5番人気）� 121426（2番人気）
枠連票数 計 292729 的中 （1－7） 11164（8番人気）
馬連票数 計1328161 的中 �� 35052（10番人気）
馬単票数 計 503975 的中 �� 8499（14番人気）
ワイド票数 計 831660 的中 �� 17755（12番人気）�� 34219（5番人気）�� 24002（8番人気）
3連複票数 計2114636 的中 ��� 31251（11番人気）
3連単票数 計2410394 的中 ��� 6821（65番人気）

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

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―24．0―36．0―47．8―59．5―1：12．0―1：24．3―1：38．0―1：50．4―2：02．7―2：15．0―2：27．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンアップルトン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．12．15 中山4着

2016．4．25生 牡3黒鹿 母 シ ナ ル 母母 イブキスタイリスト 8戦3勝 賞金 38，883，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルーモス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月16日まで平地競走に

出走できない。

3206011月16日 曇 良 （1福島3） 第5日 第12競走 ��1，200�
い い ざ か お ん せ ん

飯 坂 温 泉 特 別
発走15時55分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス（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 539，000円 154，000円 77，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

510� ヴォイスオブジョイ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan

Connors 454－ 21：09．8 3．0�
611 グッドレイズ 牡3栗 56 �島 克駿杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 490＋101：09．9� 7．0�
12 ノーブルワークス 牝3鹿 54 西村 淳也 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 448± 01：10．0	 11．5�
59 メイショウベルボン 牝5栗 55 藤田菜七子松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 458＋121：10．1	 27．6�
36 ホッコーメヴィウス 
3鹿 56 団野 大成北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 460－ 61：10．2クビ 14．9	
24 � パーティナシティ 牡3鹿 56 荻野 極ゴドルフィン 高橋 義忠 英

Bumble Blood-
stock & Irish
National Stud

500－ 2 〃 クビ 8．2

23 ニシノドレッシー 牝3鹿 54 丸山 元気西山 茂行氏 的場 均 日高 日西牧場 444＋ 21：10．3クビ 7．3�
48 � ジ ェ ス ロ 
6鹿 57 長岡 禎仁松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 438＋ 2 〃 アタマ 53．5�
35 フジマサディープ 牡3鹿 56 横山 武史藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 496＋ 4 〃 ハナ 7．1
47 � ヨークテソーロ 牝3鹿 54 菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 愛 Rabbah Blood-
stock Limited 430＋ 2 〃 アタマ 19．9�

713� スワーヴラーシド 牡6黒鹿57 丸田 恭介�NICKS 田中 博康 仏 Az.Ag. Valdirone
Lualdi Lucia 512＋ 41：10．4クビ 36．5�

612 スリーマグナム 牡4鹿 57 西田雄一郎永井商事� 田中 剛 新ひだか 城地牧場 494＋ 2 〃 アタマ 142．0�
11 タガノカルラ 牡3鹿 56 吉田 隼人八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438± 01：10．82� 13．6�
714� アテンコール 牡4鹿 57 藤井勘一郎齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 458± 01：11．33 90．7�
816� ラブヘネシー 牝4栗 55 嶋田 純次増田 陽一氏 星野 忍 新冠 武田 修一 440－ 41：11．51 387．0�
815� エスペランサスカイ 牡4鹿 57 井上 敏樹江上 幸�氏 作田 誠二 浦河 鵜木 唯義 482－ 2 〃 クビ 348．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，815，200円 複勝： 46，430，900円 枠連： 19，450，700円
馬連： 73，435，000円 馬単： 29，412，700円 ワイド： 52，180，800円
3連複： 114，984，800円 3連単： 136，484，000円 計： 509，194，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 230円 � 290円 枠 連（5－6） 990円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 510円 �� 750円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 22，960円

票 数

単勝票数 計 368152 的中 � 96320（1番人気）
複勝票数 計 464309 的中 � 119499（1番人気）� 45944（4番人気）� 32561（6番人気）
枠連票数 計 194507 的中 （5－6） 15098（4番人気）
馬連票数 計 734350 的中 �� 40119（3番人気）
馬単票数 計 294127 的中 �� 9220（2番人気）
ワイド票数 計 521808 的中 �� 27571（2番人気）�� 17757（6番人気）�� 7682（23番人気）
3連複票数 計1149848 的中 ��� 15653（14番人気）
3連単票数 計1364840 的中 ��� 4309（42番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．1―11．7―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―34．6―46．3―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヴォイスオブジョイ �
�
父 Magician �

�
母父 Silent Name デビュー 2018．6．3 東京5着

2016．3．9生 牝3鹿 母 Sisheba 母母 Ganasheba 13戦2勝 賞金 34，239，000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） 1頭 ベルダニューブ号
（非抽選馬） 2頭 タケデンサンダー号・マイネルパッセ号



（1福島3）第5日 11月16日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝B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
7，780，000円
22，490，000円
1，830，000円
20，090，000円
75，720，500円
4，758，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
325，738，500円
458，444，700円
150，124，200円
576，568，300円
267，322，600円
456，575，100円
878，384，700円
1，060，473，900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 4，173，632，000円

総入場人員 8，792名 （有料入場人員 6，998名）
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