
3206111月17日 晴 良 （1福島3） 第6日 第1競走 ��
��1，700�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
1：46．3
1：44．9

稍重
稍重

22 ジ ャ ッ ジ 牡2鹿 55 丸田 恭介田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 482＋ 41：49．1 185．3�
712 ニーズヘッグ 牝2鹿 54 横山 和生 �YGGホースクラブ 小野 次郎 森 笹川大晃牧場 478－ 41：49．2� 21．5�
610 フームスムート 牡2黒鹿55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 504＋ 41：49．73 9．3�
23 コパノライダー 牡2青鹿 55

53 △斎藤 新小林 照弘氏 斎藤 誠 新ひだか へいはた牧場 454－ 21：50．23 15．8�
815 トーセンシグナル 牡2栗 55

52 ▲山田 敬士島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ
スティファーム 494－ 41：50．3クビ 15．6	

46 サンダーボマー 牡2鹿 55
52 ▲菅原 明良岡 浩二氏 土田 稔 新冠 中山 高鹿康 420＋ 41：50．4� 36．6


611 ユキノグローリー 牡2栗 55 川島 信二井上 基之氏 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 490－ 6 〃 アタマ 11．5�
35 ヌ ン カ プ ト 牡2鹿 55 内田 博幸ヌンクラブ� 矢野 英一 浦河 不二牧場 436－ 61：50．61� 43．0�
11 タガノキングロード 牡2黒鹿 55

54 ☆横山 武史八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 460－ 61：51．45 2．0

34 ボ マ ラ イ ン 牡2鹿 55
52 ▲藤田菜七子野嶋 祥二氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 464＋ 41：51．71� 9．6�

58 ネオトゥルー 牡2鹿 55 津村 明秀西田 俊二氏 鈴木 伸尋 日高 荒井ファーム 484± 01：52．65 15．5�
59 	 アイロンワークス 牡2鹿 55 吉田 隼人ゴドルフィン 高橋 義忠 英 Usk Val-

ley Stud 482＋101：52．92 11．5�
713 タイニーキング 牡2栗 55 伴 啓太 �静内白井牧場 堀井 雅広 新ひだか 静内白井牧場 476－ 61：54．07 423．8�
814 ヴィッセンシャウト 牡2鹿 55 荻野 極星加 浩一氏 加藤 和宏 浦河 桑田牧場 492＋121：56．0大差 531．4�
47 ミ ド ゥ ス 牝2鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 大江原 哲 厚真 阿部 栄乃進 462－ 41：57．06 361．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，328，500円 複勝： 48，806，800円 枠連： 9，797，100円
馬連： 42，538，300円 馬単： 22，468，400円 ワイド： 36，015，600円
3連複： 67，664，000円 3連単： 79，274，000円 計： 334，892，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 18，530円 複 勝 � 4，740円 � 980円 � 390円 枠 連（2－7） 19，270円

馬 連 �� 155，500円 馬 単 �� 374，470円

ワ イ ド �� 33，520円 �� 13，990円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 399，590円 3 連 単 ��� 3，192，980円

票 数

単勝票数 計 283285 的中 � 1299（12番人気）
複勝票数 計 488068 的中 � 2488（12番人気）� 12772（10番人気）� 37239（4番人気）
枠連票数 計 97971 的中 （2－7） 394（30番人気）
馬連票数 計 425383 的中 �� 212（76番人気）
馬単票数 計 224684 的中 �� 45（152番人気）
ワイド票数 計 360156 的中 �� 275（71番人気）�� 661（58番人気）�� 3169（35番人気）
3連複票数 計 676640 的中 ��� 127（250番人気）
3連単票数 計 792740 的中 ��� 18（1468番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．5―43．8―57．0―1：09．5―1：22．7―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジ ャ ッ ジ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 カリズマティック デビュー 2019．7．6 函館9着

2017．4．15生 牡2鹿 母 ステッバイステップ 母母 オ ル ビ タ ル 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィッセンシャウト号・ミドゥス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月17日

まで平地競走に出走できない。
※ニーズヘッグ号・ミドゥス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3206211月17日 晴 良 （1福島3） 第6日 第2競走 ��
��2，400�3歳以上1勝クラス

発走10時15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
2：30．2
2：28．6

重
不良

35 ネ コ マ ヒ カ 牡4栗 57 松山 弘平節 英司氏 山内 研二 新ひだか 原 弘之 528＋ 22：35．2 36．3�
11 � ワンダーラジャ 牡5栗 57

55 △斎藤 新山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 506＋ 2 〃 アタマ 2．4�
510� デ ス ト ロ イ 牡5栗 57

54 ▲菅原 明良諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B508＋ 42：36．05 31．0�
24 アルデエンブレム 牡3栗 55 高倉 稜中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 484＋102：36．42	 42．9�
714 コバルトブルー 牡3栗 55 津村 明秀青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 アタマ 6．1�
48 ワンダーヴァレッタ 牡3栗 55 蛯名 正義山口 正行氏 中野 栄治 新冠 村上牧場 446－ 72：37．25 26．1	
23 ファイトアローン 牡4栗 57 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 550－ 42：37．3	 7．4

36 フォースリッチ 牡6黒鹿57 丸田 恭介宇田 豊氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 クビ 138．2�
713 サミットプッシュ 牡4青鹿 57

54 ▲大塚 海渡 �キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 アタマ 15．2
612 スターリーパレード 牡3鹿 55

54 ☆西村 淳也 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム B494－ 22：37．72	 10．8�
611� トモジャプリマ 牝5黒鹿 55

54 ☆横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 466＋102：38．01	 13．0�
815 ゴールドパッション 牡4栗 57 西田雄一郎居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 514－ 82：38．31
 38．6�
816� シベリアンプラウド 牡3栗 55

52 ▲山田 敬士藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 502± 02：38．51 41．2�
59 � ロイヤルアフェア �4栗 57 内田 博幸 �シルクレーシング 加藤士津八 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496± 02：38．71� 122．2�
47 ミラクルユニバンス 牡6栗 57

54 ▲服部 寿希亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 444± 0 〃 クビ 20．3�
12 レクスミノル 牡3栗 55 吉田 隼人吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 484＋102：40．7大差 12．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，580，000円 複勝： 27，706，800円 枠連： 9，871，200円
馬連： 32，004，300円 馬単： 15，424，600円 ワイド： 29，624，600円
3連複： 51，261，500円 3連単： 54，165，200円 計： 240，638，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，630円 複 勝 � 680円 � 140円 � 940円 枠 連（1－3） 3，810円

馬 連 �� 6，190円 馬 単 �� 12，640円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 7，860円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 54，760円 3 連 単 ��� 373，990円

票 数

単勝票数 計 205800 的中 � 4525（11番人気）
複勝票数 計 277068 的中 � 8272（10番人気）� 74949（1番人気）� 5783（13番人気）
枠連票数 計 98712 的中 （1－3） 2006（13番人気）
馬連票数 計 320043 的中 �� 4006（22番人気）
馬単票数 計 154246 的中 �� 915（49番人気）
ワイド票数 計 296246 的中 �� 6161（12番人気）�� 948（74番人気）�� 3234（25番人気）
3連複票数 計 512615 的中 ��� 702（153番人気）
3連単票数 計 541652 的中 ��� 105（1009番人気）

ハロンタイム 13．2―11．2―13．2―13．3―12．7―13．5―13．1―13．2―12．9―12．9―13．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―24．4―37．6―50．9―1：03．6―1：17．1―1：30．2―1：43．4―1：56．3―2：09．2―2：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」 上り4F51．8―3F38．9
1
�
12，2（5，11）（13，1）（7，14，15）10，8，6，16（3，4）9・（12，11，1）15，5（14，8）（2，13，9）（10，4）（7，6）（3，16）

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

勝馬の
紹 介

ネ コ マ ヒ カ �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 メイショウホムラ デビュー 2017．10．1 中山11着

2015．4．22生 牡4栗 母 ミヤビハンター 母母 アンバーダイアン 26戦2勝 賞金 18，550，000円
〔騎手変更〕 アルデエンブレム号の騎手国分優作は，第5回京都競馬第5日第12競走での落馬負傷のため高倉稜に変更。
〔発走状況〕 発走時刻3分遅延。

第３回 福島競馬 第６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



3206311月17日 晴 良 （1福島3） 第6日 第3競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走10時40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

22 プリカジュール 牝3鹿 53 �島 克駿�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ 520± 01：47．8 4．8�

713� エ ナ ホ ー プ 牝5黒鹿 55
53 △斎藤 新宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 500－ 41：47．9� 9．0�

814 ジュリアヴィーナス 牝3鹿 53 加藤 祥太小國 和紀氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 490－12 〃 ハナ 25．6�
815 ドゥエルメス 牝3黒鹿53 勝浦 正樹大塚 亮一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 516＋ 61：48．0� 3．8�
712 ガトーブリランテ 牝4栗 55

52 ▲団野 大成 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 追分ファーム 472－ 41：48．1� 7．6	
611 ス ズ カ ゼ 牝5鹿 55

52 ▲山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 480－ 6 〃 ハナ 38．1


34 サツキワルツ 牝4鹿 55 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 450－ 21：48．31 5．3�
59 マイグランクロア 牝6鹿 55 松山 弘平吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 高松牧場 518＋241：48．4� 28．0�
58 ジューンバラード 牝3青鹿53 吉田 隼人吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 426－ 4 〃 ハナ 16．8
610 ナムラテンゲル 牝3栗 53

50 ▲服部 寿希奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 482＋ 91：48．82� 85．0�
46 トラストマヴィア 牝6黒鹿55 酒井 学菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 502＋141：49．33 47．6�
23 アイネバーフェイル 牝4黒鹿 55

52 ▲菅原 明良飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 466＋ 21：49．4� 62．5�
35 オイシイナア 牝3鹿 53 丹内 祐次小田切有一氏 本間 忍 新冠 中地 康弘 462＋ 21：49．72 42．9�
47 ラ ヴ ノ ッ ト 牝4鹿 55 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 大北牧場 482－ 61：50．12� 33．6�
11 セブンティサン 牝3鹿 53

50 ▲藤田菜七子松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 426－ 6 〃 クビ 11．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，700，300円 複勝： 31，979，100円 枠連： 10，652，200円
馬連： 37，690，700円 馬単： 17，545，900円 ワイド： 34，610，300円
3連複： 60，928，100円 3連単： 61，994，400円 計： 278，101，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 270円 � 690円 枠 連（2－7） 1，430円

馬 連 �� 3，970円 馬 単 �� 7，000円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 2，110円 �� 3，990円

3 連 複 ��� 34，560円 3 連 単 ��� 149，320円

票 数

単勝票数 計 227003 的中 � 37353（2番人気）
複勝票数 計 319791 的中 � 52166（2番人気）� 31047（4番人気）� 9844（10番人気）
枠連票数 計 106522 的中 （2－7） 5749（6番人気）
馬連票数 計 376907 的中 �� 7352（14番人気）
馬単票数 計 175459 的中 �� 1879（26番人気）
ワイド票数 計 346103 的中 �� 5827（16番人気）�� 4238（23番人気）�� 2203（45番人気）
3連複票数 計 609281 的中 ��� 1322（110番人気）
3連単票数 計 619944 的中 ��� 301（492番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―12．3―12．8―12．6―12．8―12．9―13．0―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．5―43．3―55．9―1：08．7―1：21．6―1：34．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プリカジュール �
�
父 アーネストリー �

�
母父 Victory Gallop デビュー 2018．10．7 京都6着

2016．4．18生 牝3鹿 母 シャインリザルト 母母 Princess Patti 9戦2勝 賞金 17，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時45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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ココリジャスミン号・ジュブリーユ号

3206411月17日 晴 良 （1福島3） 第6日 第4競走 2，770�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� コースレコード2：59．3良

69 スリーミュージアム 牡6鹿 60 大江原 圭永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 438－ 43：03．6 6．3�
11 テイエムオスカー 牡4黒鹿60 佐久間寛志竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム

牧場株式会社 510± 0 〃 クビ 5．8�
812 フォワードカフェ 牡7黒鹿60 山本 康志西川 恭子氏 和田 勇介 むかわ 上水牧場 530－ 43：03．91� 4．0�
57 ビッグスモーキー 牡4鹿 60 白浜 雄造 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 534－ 23：04．75 8．7�
68 フライクーゲル 牡3鹿 58 小野寺祐太水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 494＋123：04．91� 62．6	
22 ヒロシゲセブン 牡4鹿 60 高田 潤
岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 520＋ 63：05．85 2．4�
45 ウイングチップ �7黒鹿60 五十嵐雄祐 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 500＋ 83：05．9� 17．6�
711 クリノダイスーシー 牡7鹿 60 伴 啓太栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 厚賀古川牧場 512－ 83：06．64 153．2
33 ピンキージョーンズ 牝5栗 58 草野 太郎 �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 460± 03：06．81� 44．8�
56 � クリノハプスブルク 牡5鹿 60 大庭 和弥栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 諏訪牧場 454＋ 43：07．22� 77．5�
44 ロ ネ ガ ン 牡3黒鹿58 石神 深一田島榮二郎氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 526＋103：10．0大差 46．6�
813 エ ニ シ 牡3青鹿58 上野 翔�パニオロ 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 470＋ 63：10．42� 172．8�
710� クラウンカーネル �5芦 60 江田 勇亮矢野 雅子氏 星野 忍 日高 クラウン日高牧場 440＋ 23：11．46 123．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，406，500円 複勝： 21，893，100円 枠連： 7，102，500円
馬連： 24，974，800円 馬単： 15，918，900円 ワイド： 19，502，300円
3連複： 45，426，700円 3連単： 63，135，500円 計： 213，360，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 190円 � 180円 枠 連（1－6） 1，340円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 450円 �� 450円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 9，220円

票 数

単勝票数 計 154065 的中 � 19495（4番人気）
複勝票数 計 218931 的中 � 30778（3番人気）� 28480（4番人気）� 32333（2番人気）
枠連票数 計 71025 的中 （1－6） 4085（7番人気）
馬連票数 計 249748 的中 �� 13970（6番人気）
馬単票数 計 159189 的中 �� 4442（12番人気）
ワイド票数 計 195023 的中 �� 11158（5番人気）�� 11197（4番人気）�� 10911（6番人気）
3連複票数 計 454267 的中 ��� 21417（4番人気）
3連単票数 計 631355 的中 ��� 4964（29番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 51．5－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スリーミュージアム �
�
父 オペラハウス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．7．5 福島6着

2013．4．23生 牡6鹿 母 スズカミネルバ 母母 ミエノサンデー 障害：7戦1勝 賞金 19，880，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時15分に変更。
〔その他〕 テイエムオスカー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 テイエムオスカー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年12月17日まで出走できない。



3206511月17日 晴 良 （1福島3） 第6日 第5競走 ��2，770�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� コースレコード2：59．3良

33 ブレスアロット 牡6栗 60 石神 深一吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 476－ 23：02．1 13．1�
79 � ルグランフリソン 牡6鹿 60 白浜 雄造前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 482－ 43：02．95 1．3�
710� メジャーリーガー 牡6黒鹿60 草野 太郎木村 廣太氏 松山 将樹 新ひだか 木田牧場 498＋123：04．28 16．0�
812� ストレイライトラン 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐 �ローレルレーシング 堀井 雅広 米 Jim Fitzgerald &

Katie Fitzgerald 490± 0 〃 ハナ 15．0�
44 ストレートパンチ 牡3鹿 58 伴 啓太諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 480＋ 23：05．58 82．0�
67 ナイトスプライト 牝4栗 58 難波 剛健 	社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 474－ 4 〃 クビ 44．7

11 � トーコーブリザード 牡6芦 60 北沢 伸也森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 43：06．13� 16．3�
811 ジョーカーワイルド 牡4鹿 60 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 514＋ 43：06．2� 32．9�
68 アースドラゴン 牡3鹿 58 大江原 圭松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 480＋ 43：08．7大差 15．4
22 � クリノエリザベッタ 牝4栗 58 佐久間寛志栗本 博晴氏 作田 誠二 むかわ 貞広 賢治 492± 03：09．65 84．5�
56 カシノウィング 牡3鹿 58 上野 翔柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 502＋183：10．87 119．6�
55 � メイショウボンロク 牡8栗 60 中村 将之松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 500－ 4 （競走中止） 12．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，442，400円 複勝： 73，338，800円 枠連： 8，546，500円
馬連： 22，610，900円 馬単： 19，116，300円 ワイド： 20，530，500円
3連複： 42，570，500円 3連単： 77，565，500円 計： 282，721，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 180円 � 100円 � 220円 枠 連（3－7） 670円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，370円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 19，660円

票 数

単勝票数 計 184424 的中 � 11179（3番人気）
複勝票数 計 733388 的中 � 24791（2番人気）� 594708（1番人気）� 17597（5番人気）
枠連票数 計 85465 的中 （3－7） 9827（3番人気）
馬連票数 計 226109 的中 �� 21433（5番人気）
馬単票数 計 191163 的中 �� 5144（9番人気）
ワイド票数 計 205305 的中 �� 12913（5番人気）�� 3401（17番人気）�� 18309（2番人気）
3連複票数 計 425705 的中 ��� 14338（10番人気）
3連単票数 計 775655 的中 ��� 2860（59番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 53．1－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブレスアロット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．1．31 東京7着

2013．1．22生 牡6栗 母 サンクスアロット 母母 ディソサード 障害：3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 メイショウボンロク号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため6号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔制裁〕 ルグランフリソン号の騎手白浜雄造は，1周目4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・2番）

ストレートパンチ号の騎手伴啓太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

3206611月17日 晴 良 （1福島3） 第6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）

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
1：43．1
1：40．9

不良
重

34 � ファストフラッシュ 牡4栗 57 荻野 極間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 484＋ 41：47．2 8．4�
712 バンクショット 牡3黒鹿 55

52 ▲団野 大成吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム B470＋ 41：47．41� 11．9�
23 フラッグアドミラル 牡5黒鹿 57

54 ▲菅原 明良岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 468－ 41：47．61� 10．6�
59 アルムチャレンジ 牡5黒鹿57 �島 克駿﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494－ 41：47．7� 7．5�
815 ヤマニンマヒア 牡3黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 B458＋ 8 〃 クビ 4．5�
22 シゲルヒカルダイヤ 牡3鹿 55

53 △斎藤 新森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 516＋ 41：48．33� 7．2�

35 メイショウヤシャ 牡3栗 55
52 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 470＋ 6 〃 クビ 15．8	

610 ディライトラッシュ 牡5鹿 57
54 ▲大塚 海渡 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 B500± 01：48．51 97．3�
58 プログレスシチー �6鹿 57

54 ▲服部 寿希 
友駿ホースクラブ 中野 栄治 新ひだか カタオカフアーム 490＋12 〃 クビ 67．1�
11 ビービーゲイル 牡3鹿 55 木幡 初也坂東 勝彦氏 中舘 英二 日高 クリアファーム 508－ 61：48．92� 168．2
713 ジェイエルノブレス 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 460－ 2 〃 アタマ 11．1�
47 グレートバニヤン 牡3鹿 55

54 ☆西村 淳也 �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 538＋ 21：49．22 3．8�
46 � クリノゴーギャン 牡4鹿 57 加藤 祥太栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 北洋牧場 440－101：49．73 75．7�
814� スーパーノーマル 牝4黒鹿55 井上 敏樹山住 勲氏 伊藤 大士 安平 追分ファーム B478－ 41：50．76 190．9�
611 エスペランサボス 牡3栗 55

52 ▲山田 敬士江上 幸�氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 490＋321：52．7大差 301．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，367，900円 複勝： 34，456，000円 枠連： 11，987，500円
馬連： 44，248，200円 馬単： 21，021，700円 ワイド： 36，514，600円
3連複： 70，531，300円 3連単： 79，256，500円 計： 323，383，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 300円 � 360円 � 320円 枠 連（3－7） 1，430円

馬 連 �� 4，850円 馬 単 �� 10，290円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 940円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 11，630円 3 連 単 ��� 73，570円

票 数

単勝票数 計 253679 的中 � 24020（5番人気）
複勝票数 計 344560 的中 � 31297（5番人気）� 24643（7番人気）� 28436（6番人気）
枠連票数 計 119875 的中 （3－7） 6489（8番人気）
馬連票数 計 442482 的中 �� 7068（27番人気）
馬単票数 計 210217 的中 �� 1531（52番人気）
ワイド票数 計 365146 的中 �� 5629（28番人気）�� 10217（12番人気）�� 6070（26番人気）
3連複票数 計 705313 的中 ��� 4547（56番人気）
3連単票数 計 792565 的中 ��� 781（341番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―11．8―12．4―12．5―12．5―13．2―13．3―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．7―42．1―54．6―1：07．1―1：20．3―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F40．1
1
3
7（12，14）－（3，8）－4（2，6）－9，5（10，11）15－1－13
7，12，14，3（8，4）2，9，6－（5，15）＝10＝1，11，13

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

勝馬の
紹 介

�ファストフラッシュ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 アグネスデジタル

2015．3．8生 牡4栗 母 タフネスデジタル 母母 タフネススター 7戦1勝 賞金 11，600，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 エスペランサボス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月17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 テンペスタージ号



3206711月17日 晴 良 （1福島3） 第6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

816 ファイブフォース 牝5鹿 55 勝浦 正樹�サンライズ 高橋 裕 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 496－ 81：10．4 24．2�

815 グットクルサマー �4栗 57
54 ▲山田 敬士 �アフロin El Paso 小桧山 悟 千歳 社台ファーム 470－14 〃 クビ 43．7�

510 イリスファルコン 牝5鹿 55 横山 和生菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 428＋ 21：10．5� 25．8�
36 メイショウラバンド 牝8鹿 55 岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 468－ 81：10．6� 7．3�
11 ヴィーナスフローラ 牝5栗 55 吉田 隼人大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 21：10．7� 2．7	
35 	 シルヴェーヌ 牝4鹿 55 内田 博幸西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 464＋141：10．8クビ 23．1

23 シャイニーブランコ 牡3芦 56

54 △斎藤 新小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 440－ 4 〃 クビ 74．3�
24 トモジャファイブ 牡3鹿 56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 496－ 41：11．01 21．9�
59 テルモードーサ 牝3鹿 54 藤井勘一郎吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 514－ 6 〃 クビ 4．0
48 マ ッ タ ナ シ �5栗 57

54 ▲小林 凌大芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 470－ 21：11．1クビ 122．6�
611 ポルボローネ 牝7栗 55

52 ▲団野 大成小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 440＋ 21：11．2� 149．9�
713 ハ ニ エ ル 牝3鹿 54 
島 克駿�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426＋121：11．3� 25．8�
12 プリズマティコ 牝4鹿 55

54 ☆西村 淳也 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 470± 01：11．51 8．5�
714 カネコメアサヒ 牡3栗 56 荻野 極髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 436－ 2 〃 クビ 32．7�
612	 ダンサリーノ 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良�三嶋牧場 武井 亮 浦河 三嶋牧場 416－181：13．2大差 11．1�
47 バイラビエン 牝3黒鹿 54

51 ▲大塚 海渡 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 浦河 酒井牧場 462＋101：16．5大差 104．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，834，500円 複勝： 34，292，700円 枠連： 13，180，200円
馬連： 46，201，200円 馬単： 21，241，500円 ワイド： 37，287，000円
3連複： 69，676，100円 3連単： 77，920，900円 計： 327，634，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，420円 複 勝 � 590円 � 870円 � 540円 枠 連（8－8） 42，030円

馬 連 �� 29，560円 馬 単 �� 74，790円

ワ イ ド �� 5，450円 �� 6，860円 �� 6，240円

3 連 複 ��� 136，790円 3 連 単 ��� 1，152，910円

票 数

単勝票数 計 278345 的中 � 9186（8番人気）
複勝票数 計 342927 的中 � 15459（8番人気）� 10119（11番人気）� 17073（6番人気）
枠連票数 計 131802 的中 （8－8） 243（34番人気）
馬連票数 計 462012 的中 �� 1211（67番人気）
馬単票数 計 212415 的中 �� 213（142番人気）
ワイド票数 計 372870 的中 �� 1767（57番人気）�� 1401（69番人気）�� 1541（63番人気）
3連複票数 計 696761 的中 ��� 382（271番人気）
3連単票数 計 779209 的中 ��� 49（1772番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．2―12．0―12．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―34．7―46．7―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイブフォース �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．12．3 中山4着

2014．4．13生 牝5鹿 母 バクシンスクリーン 母母 サンデースクリーン 20戦3勝 賞金 29，462，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バイラビエン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月17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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コチョウジュニア号・モアイ号
（非抽選馬） 2頭 エンジェルカナ号・スズカブレーン号

3206811月17日 晴 良 （1福島3） 第6日 第8競走 ��2，600�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55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．1

良
良

23 ノーチカルチャート 牡3青鹿55 �島 克駿 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 470－172：41．4 88．4�
48 ブラックハーデス 牡3青 55

53 △斎藤 新 Him Rock Racing
ホールディングス� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 438＋ 22：41．61� 2．6�
816� ピエナアラシ 牡5鹿 57 酒井 学本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 484－102：41．81� 16．9�
47 サンサルドス 牡3鹿 55

54 ☆西村 淳也 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 532＋ 82：42．11	 6．0�
24 ウイングセクション 牡4栗 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 62：42．2	 7．4	
59 ヒラボクメルロー 牝3黒鹿 53

52 ☆横山 武史�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 460＋ 22：42．3	 16．9

36 マイネルステレール 牡3鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 4 〃 アタマ 22．6�
612� アルスラーン 牡4黒鹿 57

54 ▲小林 凌大小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 494－ 62：42．4
 57．5�
35 シゲルシイタケ 牡4鹿 57 蛯名 正義森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 458± 02：42．61 29．3
815 ディーグランデ �5鹿 57 柴山 雄一嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 456± 02：42．81� 20．1�
714 インナーハート 牡3鹿 55 吉田 隼人ゴドルフィン 吉村 圭司 愛 Godolphin 502＋ 62：43．01
 14．5�
510 ジュベルハフィート 牡3鹿 55 中谷 雄太 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 430－ 42：43．63
 13．4�
713 レッドレイル 牡3黒鹿55 高田 潤 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 440－122：44．13 45．0�
611 タイセイシャトル 牡3栗 55 横山 和生田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 478－ 22：44．2
 102．8�
12 レ ロ ー ヴ 牝5鹿 55 黛 弘人今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 494－142：45．47 91．5�
11 ラヴィンジャー 牝3黒鹿 53

50 ▲藤田菜七子丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 412－122：47．4大差 8．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，512，000円 複勝： 35，852，500円 枠連： 14，737，900円
馬連： 47，331，600円 馬単： 20，055，000円 ワイド： 37，922，600円
3連複： 68，273，100円 3連単： 75，190，600円 計： 326，875，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，840円 複 勝 � 2，780円 � 160円 � 370円 枠 連（2－4） 750円

馬 連 �� 22，710円 馬 単 �� 45，850円

ワ イ ド �� 7，640円 �� 20，570円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 111，310円 3 連 単 ��� 717，270円

票 数

単勝票数 計 275120 的中 � 2489（14番人気）
複勝票数 計 358525 的中 � 2473（16番人気）� 82487（1番人気）� 22635（6番人気）
枠連票数 計 147379 的中 （2－4） 15186（2番人気）
馬連票数 計 473316 的中 �� 1615（64番人気）
馬単票数 計 200550 的中 �� 328（130番人気）
ワイド票数 計 379226 的中 �� 1259（71番人気）�� 465（106番人気）�� 8481（8番人気）
3連複票数 計 682731 的中 ��� 460（273番人気）
3連単票数 計 751906 的中 ��� 76（1599番人気）

ハロンタイム 13．3―11．6―12．2―12．4―12．4―12．5―12．0―12．7―12．4―12．1―12．6―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．3―24．9―37．1―49．5―1：01．9―1：14．4―1：26．4―1：39．1―1：51．5―2：03．6―2：16．2―2：28．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノーチカルチャート �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．3．3 阪神7着

2016．4．9生 牡3青鹿 母 ヘヴンリークルーズ 母母 タックスシェルター 4戦1勝 賞金 7，500，000円
［他本会外：3戦1勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラヴィンジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月17日まで平地競
走に出走できない。



3206911月17日 晴 良 （1福島3） 第6日 第9競走 ��1，150�3歳以上1勝クラス
発走14時05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

816 シルバーストーン 牡5芦 57 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 502± 01：09．8 3．9�
815� プリンセスヨウク 牝5鹿 55 黛 弘人ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 B444－ 61：10．22� 22．9�
611 トモジャスティス 牡4黒鹿57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 512± 01：10．41 59．2�
12 ミキノモンテカルロ 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 452－10 〃 アタマ 2．7�
612 タマモクレマチス 牝3鹿 54 酒井 学タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 458－ 61：10．5� 71．3�
23 ガーデンコンサート 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム B460＋ 41：10．71	 21．1	
59 � アメリカズハート 牝4栗 55 松山 弘平栗山 学氏 
島 一歩 新ひだか U・M・A 468－ 61：10．8� 16．0

36 ジューンステータス 牡3青鹿 56

55 ☆西村 淳也吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 490＋ 21：11．22� 10．7�
35 ア ス カ リ 牡3栗 56

54 △斎藤 新吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B496－ 4 〃 アタマ 8．5�
48 � ナオアンドユリ 牝5青鹿55 丹内 祐次松岡 研司氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 460－ 41：11．3� 45．3
11 ミリオンゲーム 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士ドラゴンヒルズホースクラブ 奥村 武 安平 ノーザンファーム 426－ 21：11．62 94．8�
713 ザベストエバー 牡5黒鹿 57

54 ▲菅原 明良古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム B460± 01：12．02� 17．3�
24 ディーズファンシー 牝3栗 54 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 384－121：12．31� 45．7�
714 ノボシュンシュン 牝3栗 54 荻野 極�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 450＋ 41：12．83 10．3�
47 � グランミューク 牡3栗 56 吉田 隼人庄司 修二氏 堀井 雅広 日高 新井 昭二 482＋131：13．54 66．4�
510 スマートスリロス 牝3鹿 54 木幡 初也大川 徹氏 粕谷 昌央 日高 本間牧場 508＋161：13．71� 54．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，679，700円 複勝： 38，053，600円 枠連： 14，256，200円
馬連： 46，321，900円 馬単： 21，583，900円 ワイド： 36，372，800円
3連複： 68，016，300円 3連単： 80，474，400円 計： 333，758，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 440円 � 1，500円 枠 連（8－8） 3，460円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 6，170円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 2，420円 �� 8，850円

3 連 複 ��� 31，410円 3 連 単 ��� 182，320円

票 数

単勝票数 計 286797 的中 � 57781（2番人気）
複勝票数 計 380536 的中 � 78068（2番人気）� 20161（7番人気）� 5185（12番人気）
枠連票数 計 142562 的中 （8－8） 3188（14番人気）
馬連票数 計 463219 的中 �� 10706（12番人気）
馬単票数 計 215839 的中 �� 2623（20番人気）
ワイド票数 計 363728 的中 �� 9512（11番人気）�� 3847（27番人気）�� 1028（67番人気）
3連複票数 計 680163 的中 ��� 1624（91番人気）
3連単票数 計 804744 的中 ��� 320（500番人気）

ハロンタイム 9．5―11．0―11．5―12．6―12．5―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．5―32．0―44．6―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルバーストーン �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2016．7．10 福島5着

2014．5．2生 牡5芦 母 レディーエンブレム 母母 ト ミ ア ル コ 37戦3勝 賞金 50，500，000円
〔制裁〕 アスカリ号の騎手斎藤新は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8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 パーフェクトウェイ号

3207011月17日 晴 良 （1福島3） 第6日 第10競走 ��
��2，000�

た か ゆ お ん せ ん

高 湯 温 泉 特 別
発走14時40分 （芝・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 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

816 ダイワダグラス 牡3鹿 55 内田 博幸大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 502－ 22：01．2 4．6�
611 クリノオウジャ 牡3鹿 55 �島 克駿栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B440－ 42：01．41	 6．6�
35 ウレキサイト 牡3芦 55 中谷 雄太 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 500± 02：01．61	 9．0�
59 ダディーズトリップ 牡3青 55 菱田 裕二田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 440－ 82：01．7クビ 7．3�
23 ブライティアセルバ 牝3黒鹿53 蛯名 正義小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 424－ 22：01．8
 19．1�
47 ツクバソヴァール 牡3黒鹿55 丹内 祐次細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 B470＋ 22：02．01	 14．7	
36 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± 0 〃 クビ 29．2

714 ホウオウエーデル 牡3鹿 55 横山 武史小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 478－ 4 〃 ハナ 5．2�
11 � エンシュラウド �3芦 55 団野 大成ゴドルフィン 藤沢 和雄 英 Mark Johnston

Racing Ltd 470＋ 82：02．1 8．8�
815� ソルフェージュ 牡4鹿 57 横山 和生ライオンレースホース 石毛 善彦 新ひだか タイヘイ牧場 428－16 〃 ハナ 52．4�
612 マイネルエキサイト 牡3青鹿55 吉田 隼人 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新ひだか 坂本 春雄 484＋ 2 〃 アタマ 36．7�
48 ナ ミ ブ 牡3鹿 55 菅原 明良�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 450± 0 〃 ハナ 75．4�
12 マイネルユニブラン 牡5黒鹿57 津村 明秀 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 524＋ 22：02．3 23．4�
510 シャイニーロケット 牡4鹿 57 丸田 恭介小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 458－ 62：02．4
 40．9�
713 クオンタムシフト 牡3鹿 55 斎藤 新 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 510＋ 22：02．82
 22．6�
24 ガ ト ン �3芦 55 荻野 極畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 504＋ 82：03．01 81．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，426，200円 複勝： 48，415，800円 枠連： 18，135，200円
馬連： 68，336，800円 馬単： 27，975，100円 ワイド： 53，316，300円
3連複： 107，922，600円 3連単： 119，729，400円 計： 474，257，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 220円 � 210円 � 330円 枠 連（6－8） 1，590円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，000円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 6，320円 3 連 単 ��� 28，660円

票 数

単勝票数 計 304262 的中 � 52426（1番人気）
複勝票数 計 484158 的中 � 59554（3番人気）� 65361（2番人気）� 34285（6番人気）
枠連票数 計 181352 的中 （6－8） 8835（5番人気）
馬連票数 計 683368 的中 �� 24481（6番人気）
馬単票数 計 279751 的中 �� 5738（7番人気）
ワイド票数 計 533163 的中 �� 15364（6番人気）�� 13785（7番人気）�� 10017（13番人気）
3連複票数 計1079226 的中 ��� 12806（15番人気）
3連単票数 計1197294 的中 ��� 3028（50番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．0―12．1―12．9―12．8―12．3―12．0―11．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―35．8―47．9―1：00．8―1：13．6―1：25．9―1：37．9―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．3
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワダグラス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Spring At Last デビュー 2019．6．30 福島1着

2016．2．18生 牡3鹿 母 シーニーンガール 母母 Afternoon Krystal 4戦2勝 賞金 16，025，000円
〔騎手変更〕 マイネルエキサイト号の騎手国分優作は，第5回京都競馬第5日第12競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
〔制裁〕 ダイワダグラス号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて令和元年11月23日から令和元年

12月1日まで騎乗停止。（被害馬：4番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ウインレーヴドール号・クルミネイト号・ブレーヴユニコーン号・ロイヤルディクリー号



3207111月17日 晴 良 （1福島3） 第6日 第11競走 ��
��1，700�福島民友カップ（Ｌ）

発走15時20分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳54�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

福島民友新聞社長賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

712 マイネルユキツバキ 牡4鹿 56 横山 武史 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 530－ 41：45．4 6．5�

35 プレスティージオ 牡6栗 56 柴山 雄一奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 480－ 21：45．5	 36．7�
59 スワーヴアラミス 牡4鹿 56 藤井勘一郎�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 21：45．6
 4．8�
713 クルークハイト 牝5芦 54 松山 弘平 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 470－ 21：45．7クビ 19．8�
814 ノーヴァレンダ 牡3黒鹿54 中谷 雄太 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 524± 0 〃 アタマ 19．9	
611 カ ラ ク プ ア �6黒鹿56 酒井 学�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム B480＋ 2 〃 アタマ 67．1

34 コスモカナディアン 牡6鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 494± 01：45．8クビ 35．6�
47 � ジョーダンキング 牡6黒鹿56 島 克駿廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 496－ 2 〃 クビ 6．5�
46 ビックリシタナモー 牡5黒鹿56 藤田菜七子小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 498－141：45．9クビ 22．1
23 シ ョ ー ム 牡4栗 56 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 490－ 21：46．0	 3．0�
815 マイネルクラース 牡5鹿 56 吉田 隼人 �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 B464－ 61：46．1	 45．5�
11 ローズプリンスダム 牡5青鹿57 西村 淳也岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 B464－ 6 〃 クビ 12．8�
610 メイショウエイコウ 牡5鹿 56 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 450－ 81：46．31 27．1�
22 � リテラルフォース 牡5黒鹿56 内田 博幸村上 稔氏 高柳 大輔 登別 ユートピア牧場 522＋ 81：46．4	 25．3�
58 サ ノ サ マ ー 牡5栗 56 勝浦 正樹佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 478＋ 81：47．46 56．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 64，139，300円 複勝： 84，158，100円 枠連： 37，768，100円
馬連： 183，944，100円 馬単： 71，358，300円 ワイド： 111，300，300円
3連複： 297，474，900円 3連単： 353，955，800円 計： 1，204，098，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 270円 � 870円 � 200円 枠 連（3－7） 4，480円

馬 連 �� 13，770円 馬 単 �� 19，250円

ワ イ ド �� 3，760円 �� 850円 �� 3，500円

3 連 複 ��� 24，830円 3 連 単 ��� 139，920円

票 数

単勝票数 計 641393 的中 � 78340（3番人気）
複勝票数 計 841581 的中 � 85195（4番人気）� 20492（12番人気）� 127619（2番人気）
枠連票数 計 377681 的中 （3－7） 6525（22番人気）
馬連票数 計1839441 的中 �� 10352（45番人気）
馬単票数 計 713583 的中 �� 2780（62番人気）
ワイド票数 計1113003 的中 �� 7439（43番人気）�� 35139（6番人気）�� 8003（39番人気）
3連複票数 計2974749 的中 ��� 8984（80番人気）
3連単票数 計3539558 的中 ��� 1834（406番人気）

ハロンタイム 6．9―11．4―12．2―12．4―12．6―12．1―12．4―12．3―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．5―42．9―55．5―1：07．6―1：20．0―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルユキツバキ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．6．17 東京1着

2015．3．16生 牡4鹿 母 カメリアビジュ 母母 チケットトゥダンス 17戦5勝 賞金 91，929，000円
〔騎手変更〕 プレスティージオ号の騎手国分優作は，第5回京都競馬第5日第12競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。
〔発走状況〕 スワーヴアラミス号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔制裁〕 マイネルユキツバキ号の騎手横山武史は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・10番）

ショーム号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番）
ノーヴァレンダ号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

〔調教再審査〕 スワーヴアラミス号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 イーグルフェザー号・エポック号・クラウンディバイダ号・クラシックメタル号・ストロングバローズ号・

ノーブルサターン号・バイラ号・ヨシオ号・ランドネ号

3207211月17日 晴 良 （1福島3） 第6日 第12競走 ��
��1，200�

あ い づ

会 津 特 別
発走15時55分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

714 バーミーブリーズ 牝5鹿 55 西田雄一郎吉田 照哉氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 466＋ 21：09．0 19．4�
59 キャスパリーグ 牝5鹿 55 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 460－12 〃 アタマ 4．4�
611 ペイシャドリーム 牝3鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 ラツキー牧場 452－ 8 〃 クビ 34．9�
36 	 サンノゼテソーロ 牡3芦 56 津村 明秀了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米
Sheltowee Farm, WMK
Racing LLC, Patricia
Pavlish, Joe Miller, et al

456＋ 21：09．1クビ 5．0�
816
 ヒロイックアゲン 牝5黒鹿55 荻野 極浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 480± 0 〃 アタマ 5．2�
612
 ドリームジャンボ 牝4鹿 55 菅原 明良	ミルファーム 南田美知雄 新冠 ヒカル牧場 498＋ 61：09．2� 31．3

815 ファンタジステラ 牡5鹿 57 松山 弘平 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 434－ 2 〃 クビ 7．2�
35 シャインサンデー 牝5栗 55 横山 武史森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 420－ 61：09．41� 13．1�
510 マイネルアルケミー 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 472＋161：09．61 22．1
48 シンデレラメイク 牝4栗 55 菱田 裕二田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 484－ 81：09．7� 12．1�
24 アテンフラワー 牝4青鹿55 高倉 稜河村 �平氏 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 480＋ 4 〃 ハナ 22．8�
11 	 トップソリスト 牝3鹿 54 藤井勘一郎�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt 454－ 6 〃 アタマ 43．8�
713 トウカイレーヌ 牝5青 55 中井 裕二内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 426－ 6 〃 クビ 26．0�
23 ア ー ヒ ラ 牝4芦 55 杉原 誠人	ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 438＋ 41：09．91 30．3�
12 アルミューテン 牝5栗 55 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 494－ 21：10．43 35．4�
47 ピ カ ピ カ 牝4鹿 55 内田 博幸	ミルファーム 石毛 善彦 むかわ 真壁 信一 500－ 61：11．46 63．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，374，400円 複勝： 61，566，700円 枠連： 30，872，700円
馬連： 100，239，400円 馬単： 39，658，800円 ワイド： 70，118，600円
3連複： 161，276，500円 3連単： 181，924，500円 計： 691，031，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 530円 � 190円 � 850円 枠 連（5－7） 2，390円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 13，120円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 7，950円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 48，970円 3 連 単 ��� 318，580円

票 数

単勝票数 計 453744 的中 � 18684（7番人気）
複勝票数 計 615667 的中 � 27300（8番人気）� 111447（1番人気）� 15788（12番人気）
枠連票数 計 308727 的中 （5－7） 10000（10番人気）
馬連票数 計1002394 的中 �� 19375（11番人気）
馬単票数 計 396588 的中 �� 2267（48番人気）
ワイド票数 計 701186 的中 �� 8974（21番人気）�� 2244（90番人気）�� 5771（35番人気）
3連複票数 計1612765 的中 ��� 2470（162番人気）
3連単票数 計1819245 的中 ��� 414（1026番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．1―11．8―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―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4F46．2―3F35．1
3 2（13，16，14）11，3（5，15）（4，1，10）12（7，8）（6，9） 4 ・（2，13，16，14）（3，5，11）（4，15）1（10，12）8（7，6）9

勝馬の
紹 介

バーミーブリーズ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Platini デビュー 2016．12．18 中山3着

2014．5．5生 牝5鹿 母 ウィンドハック 母母 Waconda 20戦3勝 賞金 40，688，000円
〔制裁〕 ペイシャドリーム号の騎手的場勇人は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
※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 シゲルベンガルトラ号・スタークォーツ号・ソフトポジション号

３レース目



（1福島3）第6日 11月17日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

217，160，000円
2，590，000円
14，800，000円
1，890，000円
24，000，000円
74，171，750円
6，135，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
354，791，700円
540，520，000円
186，907，300円
696，442，200円
313，368，400円
523，115，500円
1，111，021，600円
1，304，586，700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 5，030，753，400円

総入場人員 15，111名 （有料入場人員 12，295名）



令和1年度 第3回福島競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，055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

1，243，420，000円
16，860，000円
109，130，000円
10，270，000円
138，930，000円
436，433，250円
33，146，800円
10，128，000円

勝馬投票券売得金
2，009，190，300円
2，782，749，200円
1，028，044，700円
3，937，385，800円
1，769，832，000円
2，921，670，200円
6，168，598，400円
7，325，130，600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 27，942，601，200円

総入場延人員 70，772名 （有料入場延人員 58，403名）
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