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10085 5月3日 晴 良 （2福島1） 第8日 第1競走 1，150�3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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

35 ツインシップ 牡3芦 56 横山 武史合同会社小林英一
ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 442＋ 21：09．8 4．9�

714 ド ー ン 牝3鹿 54
53 ☆西村 淳也奥田 貴敏氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 432± 01：09．9� 4．9�

611 ナイトコマンダー 牡3鹿 56
53 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 藤本ファーム 462－ 81：10．22 4．7�

713 ヒデノサードニクス 牡3鹿 56 �島 克駿大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 ナカノファーム 452－ 61：10．41 10．4�
12 ジューンフォレスト 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹吉川 潤氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 448－121：10．5� 6．7�
47 モズトリプルエー 牡3鹿 56 吉田 隼人 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 482＋ 2 〃 アタマ 8．6	
23 カテドラルロック 牝3栗 54 勝浦 正樹ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 418＋ 61：10．81� 33．4

815 ロ ー ダ ン テ 牝3鹿 54 丹内 祐次小林 由明氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム 440－ 41：10．9� 58．4�
24 ピュアムーン 牝3鹿 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 21：11．11 10．0�
816 サンデスヴァレー 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹 �加藤ステーブル 田島 俊明 日高 株式会社
ケイズ 396＋ 61：11．31� 70．6

510 グランソフィア 牝3栗 54
51 ▲亀田 温心林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 426＋ 41：12．04 88．9�

11 モズドラゴンフライ 牡3鹿 56
54 △団野 大成 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 478 ― 〃 ハナ 23．8�

59 カシノスペリオル 牡3鹿 56
54 ◇藤田菜七子柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか 土田農場 454＋181：12．1� 78．3�

612 サンライズエポック 牡3鹿 56
55 ☆川又 賢治松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 546＋ 6 〃 アタマ 33．1�

36 ユ ー シ オ 牡3鹿 56 丸田 恭介北浦 博樹氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 436－ 21：12．2� 108．7�
48 サンボーズマン 牝3鹿 54 古川 吉洋 �加藤ステーブル 的場 均 安平 �橋本牧場 444 ―1：21．4大差 101．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，957，100円 複勝： 39，792，600円 枠連： 9，163，200円
馬連： 51，609，200円 馬単： 20，647，000円 ワイド： 46，283，100円
3連複： 83，322，000円 3連単： 73，268，900円 計： 350，043，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 140円 � 200円 枠 連（3－7） 810円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 390円 �� 640円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 8，350円

票 数

単勝票数 計 259571 的中 � 42142（2番人気）
複勝票数 計 397926 的中 � 61010（2番人気）� 82835（1番人気）� 45915（4番人気）
枠連票数 計 91632 的中 （3－7） 8670（1番人気）
馬連票数 計 516092 的中 �� 42288（1番人気）
馬単票数 計 206470 的中 �� 8188（2番人気）
ワイド票数 計 462831 的中 �� 31308（1番人気）�� 17883（7番人気）�� 23644（2番人気）
3連複票数 計 833220 的中 ��� 32756（1番人気）
3連単票数 計 732689 的中 ��� 6361（1番人気）

ハロンタイム 9．7―10．7―11．3―12．2―12．6―13．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．4―31．7―43．9―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツインシップ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．12．1 阪神6着

2017．2．28生 牡3芦 母 ウッドシップ 母母 ブライドウッド 4戦1勝 賞金 5，870，000円
〔発走状況〕 ユーシオ号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔調教再審査〕 ユーシオ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンボーズマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月3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 トレンディー号・レジーナクィーン号

10086 5月3日 晴 良 （2福島1） 第8日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時15分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

815 マイネルラクスマン 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 504＋ 41：48．4 4．5�

59 スーパーフライヤー 牡3青鹿 56
54 △団野 大成三宅 勝俊氏 上村 洋行 新ひだか 桜井牧場 494＋ 6 〃 クビ 5．4�

816 ボンバーミューラー 牡3栗 56
55 ☆斎藤 新渡邊 隆氏 小桧山 悟 新ひだか 真歌田中牧場 448 ―1：48．82� 40．9�

714 マイネルシエル 牡3青 56
53 ▲山田 敬士 �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 498－ 21：49．01� 10．1�
611 ウインジョイフル 牡3青鹿56 横山 武史�ウイン 西園 正都 新ひだか 松田牧場 484＋ 4 〃 ハナ 1．8�
36 マイネルグランサム 牡3鹿 56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 シンカンファーム 456＋101：49．31� 57．5	
612 チャオコーリー 牝3鹿 54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 398± 01：49．51� 23．5�
510 サンシャインキッド 牡3栗 56 菱田 裕二田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 元茂牧場 432－ 21：49．71� 64．3�
11 ヌ ン シ ー ズ 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹ヌンクラブ� 清水 英克 浦河 ディアレスト
クラブ 426± 01：49．91� 218．8

23 サクセスバローズ 牡3鹿 56 吉田 隼人猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 446＋ 41：50．11� 25．8�
24 ヒデノヴェローチェ 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心大石 秀夫氏 北出 成人 日高 日高大洋牧場 448＋ 61：51．05 287．8�
713 タガノオウリン 牡3鹿 56 秋山真一郎八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 41：51．21� 26．9�
12 カーヴィーレーザー 牡3鹿 56

54 △菅原 明良 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 むかわ 市川牧場 452－ 41：51．41� 92．0�

35 フラワーカントリー 牝3栗 54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 404－181：51．82� 256．2�
47 ドリームロマン 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 460－ 61：53．6大差 125．9�
48 プリンセスダズリン 牝3鹿 54 �島 克駿古賀 和夫氏 和田正一郎 新冠 対馬 正 478＋121：53．91� 217．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，805，000円 複勝： 47，074，000円 枠連： 6，815，200円
馬連： 34，885，100円 馬単： 19，891，900円 ワイド： 34，188，800円
3連複： 58，930，100円 3連単： 70，413，800円 計： 299，003，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 270円 � 250円 � 990円 枠 連（5－8） 1，170円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 390円 �� 2，340円 �� 3，350円

3 連 複 ��� 24，400円 3 連 単 ��� 86，670円

票 数

単勝票数 計 268050 的中 � 46933（2番人気）
複勝票数 計 470740 的中 � 47995（3番人気）� 54903（2番人気）� 10461（8番人気）
枠連票数 計 68152 的中 （5－8） 4491（5番人気）
馬連票数 計 348851 的中 �� 17164（6番人気）
馬単票数 計 198919 的中 �� 3851（12番人気）
ワイド票数 計 341888 的中 �� 25273（3番人気）�� 3536（23番人気）�� 2448（27番人気）
3連複票数 計 589301 的中 ��� 1811（54番人気）
3連単票数 計 704138 的中 ��� 589（214番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．6―47．8―59．6―1：11．5―1：23．7―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルラクスマン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．7．13 福島3着

2017．5．19生 牡3青鹿 母 マイネエカテリーナ 母母 マイネヌーヴェル 7戦1勝 賞金 10，250，000円
〔制裁〕 スーパーフライヤー号の騎手団野大成は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕ドリームロマン号・プリンセスダズリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月

3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 フクノソミュール号

第１回 福島競馬 第８日



10087 5月3日 晴 良 （2福島1） 第8日 第3競走 1，700�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・右）

若手騎手；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

58 メイショウシャガ 牡3黒鹿56 �島 克駿松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 506＋ 21：49．1 16．6�
35 ヴィルトゥオーゾ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士東海林貴大氏 高橋 亮 新冠 須崎牧場 478－ 41：49．2� 128．0�
713 ブラックトマホーク 牡3黒鹿 56

54 △菅原 明良吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 472± 01：49．3� 6．0�
46 ト リ ト ン 牡3黒鹿 56

55 ☆斎藤 新村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 500－ 81：49．72� 1．7�
11 タイセイノーヴァ 牡3栗 56 井上 敏樹田中 成奉氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 490＋ 81：50．55 138．3�
47 ラ パ ウ ィ ラ 牡3芦 56

53 ▲秋山 稔樹八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 458＋ 4 〃 ハナ 50．4�
22 アキノヒーロー 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心徳山 彰俊氏 清水 久詞 日高 加藤牧場 468＋ 4 〃 ハナ 139．9	
23 ショウナンアニメ 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治
湘南 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 474± 01：50．81� 5．4�
610 ダ ブ ル ー ン 牡3栗 56

54 △団野 大成橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 424－ 61：51．01� 84．1�
611 メイショウガロンヌ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希松本 好雄氏 池添 学 浦河 三嶋牧場 508＋161：51．42� 224．9
59 ケイツーポンド 牡3黒鹿56 横山 武史楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 中田 英樹 466＋ 71：51．93 10．1�
712 ベストランナー 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B490± 01：52．0� 18．3�

814 トゥモローマーチ �3黒鹿 56
53 ▲小林 凌大前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新ひだか 飯岡牧場 452－ 81：52．21� 67．9�

815 パーフェクトルール 牡3黒鹿 56
55 ☆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 456 ―1：53．15 20．8�

34 ブランブランブラン 牝3芦 54
51 ▲原 優介飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 B476± 01：53．52� 191．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，218，100円 複勝： 74，722，300円 枠連： 7，536，000円
馬連： 36，404，900円 馬単： 23，122，500円 ワイド： 36，371，700円
3連複： 63，073，400円 3連単： 86，582，800円 計： 357，031，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 710円 � 6，460円 � 330円 枠 連（3－5） 13，610円

馬 連 �� 82，250円 馬 単 �� 192，680円

ワ イ ド �� 14，850円 �� 1，120円 �� 6，450円

3 連 複 ��� 131，400円 3 連 単 ��� 1，230，830円

票 数

単勝票数 計 292181 的中 � 14068（5番人気）
複勝票数 計 747223 的中 � 27189（5番人気）� 2706（13番人気）� 68914（2番人気）
枠連票数 計 75360 的中 （3－5） 429（20番人気）
馬連票数 計 364049 的中 �� 343（63番人気）
馬単票数 計 231225 的中 �� 90（124番人気）
ワイド票数 計 363717 的中 �� 617（62番人気）�� 8707（13番人気）�� 1429（41番人気）
3連複票数 計 630734 的中 ��� 360（140番人気）
3連単票数 計 865828 的中 ��� 51（950番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．6―12．5―12．9―12．8―13．3―13．5―14．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―29．9―42．4―55．3―1：08．1―1：21．4―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．8―3F41．0
1
3
・（9，12，14）－13，3（4，6，8）－11，5－（2，10）（1，15）－7・（3，13）9，12（8，14，6）（4，5）（2，11）－10（1，7）－15

2
4

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

メイショウシャガ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．12．15 阪神9着

2017．3．31生 牡3黒鹿 母 メイショウスズラン 母母 クィーンズダガー 4戦1勝 賞金 6，400，000円
〔制裁〕 トリトン号の騎手斎藤新は，後検量について注意義務を怠り戒告。
〔3走成績による出走制限〕 ブランブランブラン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月3日まで平地競走に出走で

きない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サイモンバトラー号・テーオーニーチェ号

10088 5月3日 晴 良 （2福島1） 第8日 第4競走 2，770�障害4歳以上未勝利
発走11時15分 （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード2：59．3良

610� クリノライジン 牡4栗 59 小野寺祐太栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 490－ 23：01．7 2．4�
814 コウユーホクト 牡5鹿 60 大江原 圭加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 512＋103：02．23 3．3�
11 ニシノベイオウルフ 牡5黒鹿60 大庭 和弥西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 502＋ 23：03．47 7．6�
57 ルンルンキャット 牝4黒鹿57 植野 貴也�髙昭牧場 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 444－ 23：03．82� 21．1�
813� トキメキジュピター 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 室田 千秋 518＋103：03．9� 50．6�
33 デ ィ ー ド 牡4鹿 59 西谷 誠林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム B498＋ 83：04．75 13．6	
34 � スズカノーチラス 牡8鹿 60 佐久間寛志永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 大北牧場 446＋ 43：05．12� 66．4

712 ウインドシャルム 牝4栗 57 上野 翔福原 正博氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 428＋14 〃 アタマ 265．2�
46 ヨコスカダンディー 牡4栗 59 草野 太郎 �高木競走馬育成牧場 清水 英克 新冠 浜口牧場 470－ 43：05．3� 28．5�
22 ア マ ゾ ニ カ 牝4栗 57 伴 啓太ディアレストクラブ 大江原 哲 新ひだか 山野牧場 456＋ 63：07．3大差 34．6�
45 � ホウオウサンドラ 牝5栗 58 山本 康志小笹 芳央氏 松山 将樹 日高 森永牧場 478＋153：09．1大差 144．2�
58 � アシャカファスト 牡5黒鹿60 北沢 伸也吉冨 学氏 大根田裕之 新冠 中地 義次 462－ 63：09．2� 132．3�
69 インペリアルエア �5黒鹿60 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 488＋18 （競走中止） 236．4�
711� メイプルキング 牡7鹿 60 石神 深一節 英司氏 加藤士津八 新冠 高瀬牧場 474－ 4 （競走中止） 5．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，267，200円 複勝： 24，363，800円 枠連： 6，469，600円
馬連： 29，005，300円 馬単： 14，662，400円 ワイド： 24，343，100円
3連複： 50，954，400円 3連単： 61，247，700円 計： 229，313，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 150円 枠 連（6－8） 440円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 240円 �� 370円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 3，220円

票 数

単勝票数 計 182672 的中 � 59075（1番人気）
複勝票数 計 243638 的中 � 62390（1番人気）� 40677（2番人気）� 36449（4番人気）
枠連票数 計 64696 的中 （6－8） 11275（1番人気）
馬連票数 計 290053 的中 �� 41111（1番人気）
馬単票数 計 146624 的中 �� 16686（1番人気）
ワイド票数 計 243431 的中 �� 27987（1番人気）�� 15922（3番人気）�� 13336（5番人気）
3連複票数 計 509544 的中 ��� 35119（2番人気）
3連単票数 計 612477 的中 ��� 13753（2番人気）
上り 1マイル 1：44．1 4F 49．9－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

2
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�クリノライジン �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 タイキシャトル

2016．4．1生 牡4栗 母 キララチュール 母母 サイコーキララ 障害：4戦1勝 賞金 12，700，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 メイプルキング号は，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。
インペリアルエア号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トーアコルレオーネ号



10089 5月3日 晴 良 （2福島1） 第8日 第5競走 1，200�3歳未勝利
発走12時05分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

815 マテラシオン 牝3黒鹿 54
53 ☆西村 淳也大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 430＋ 61：09．8 18．6�

24 オウケンラブキセキ 牝3鹿 54
53 ☆斎藤 新福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476± 01：09．9� 4．3�

612 ハ ー デ ィ ン 牡3青鹿 56
53 ▲亀田 温心松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか 城地牧場 450＋ 61：10．0� 4．7�

713 クリノクリスチャン 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 佐々木牧場 432＋101：10．1� 49．2�
611 プリティユニバンス 牝3黒鹿 54

53 ☆川又 賢治亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 450－ 41：10．2� 9．7�
59 ゴールドオーク 牝3青鹿54 柴山 雄一シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか 矢野牧場 506－ 21：10．41 3．6�
23 ラファームソルティ 牝3鹿 54 丸田 恭介 	荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 �川 啓一 422－10 〃 クビ 16．8

36 リーディングレディ 牝3栗 54 柴田 大知 �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 444－ 21：10．5クビ 23．3�
11 シ エ ル ヴ ァ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介	桑田牧場 武井 亮 浦河 桑田牧場 446－ 21：10．6� 7．7
510 ト モ エ タ カ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大石井 義孝氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 418－ 21：10．7� 131．8�
816 インテレット 牡3栗 56 菱田 裕二近藤 英子氏 森田 直行 浦河 辻 牧場 404－ 61：11．02 90．1�
48 テルミーユアラヴ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小手川 準 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 4 〃 クビ 52．9�
714 シュライクス 牡3鹿 56 勝浦 正樹中山 栄一氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 422－ 21：11．2� 129．0�
35 サフランフラワー 牝3黒鹿54 黛 弘人海原 聖一氏 古賀 史生 平取 高橋 啓 428－ 41：11．3� 50．6�
47 ミツカネショコラ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子小山田 満氏 清水 英克 平取 川向高橋育
成牧場 388－141：11．51� 19．7�

12 ヤ マ ヒ ビ キ 牝3黒鹿 54
51 ▲山田 敬士江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 460－ 21：12．56 110．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，290，000円 複勝： 44，984，100円 枠連： 9，663，300円
馬連： 51，278，700円 馬単： 22，107，600円 ワイド： 48，946，000円
3連複： 86，988，200円 3連単： 83，742，500円 計： 375，000，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 490円 � 190円 � 180円 枠 連（2－8） 2，600円

馬 連 �� 4，050円 馬 単 �� 10，200円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 1，430円 �� 590円

3 連 複 ��� 6，450円 3 連 単 ��� 53，720円

票 数

単勝票数 計 272900 的中 � 11679（7番人気）
複勝票数 計 449841 的中 � 18379（8番人気）� 69665（3番人気）� 73611（2番人気）
枠連票数 計 96633 的中 （2－8） 2871（10番人気）
馬連票数 計 512787 的中 �� 9812（15番人気）
馬単票数 計 221076 的中 �� 1625（37番人気）
ワイド票数 計 489460 的中 �� 7954（19番人気）�� 8595（17番人気）�� 22416（4番人気）
3連複票数 計 869882 的中 ��� 10107（21番人気）
3連単票数 計 837425 的中 ��� 1130（175番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．1―11．5―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．2―45．7―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マテラシオン �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Vindication デビュー 2020．1．26 京都8着

2017．3．26生 牝3黒鹿 母 アグネスフィーバー 母母 Regally Appealing 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 トモエタカ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月3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。
（非当選馬） 1頭 ソーファイン号

10090 5月3日 晴 良 （2福島1） 第8日 第6競走 ��2，600�3歳未勝利
発走12時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．1

良
良

611 ナムアミダブツ 牡3鹿 56
55 ☆川又 賢治ニューマレコード� 石坂 公一 千歳 社台ファーム B464＋ 42：40．4 21．1�

59 パーディシャー 牡3鹿 56 吉田 隼人 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 428＋12 〃 アタマ 5．5�
510 ザ フ ー ン 牡3鹿 56

54 △団野 大成 �社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504＋ 22：40．61� 2．5�

24 スプリッツァー 牡3栗 56
55 ☆菊沢 一樹古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 468＋ 42：41．34 6．7�

11 ウインランウェイ 牡3鹿 56 原田 和真�ウイン 金成 貴史 浦河 鎌田 正嗣 432＋ 42：41．4クビ 17．8	
47 レイコックアビー 牡3青鹿 56

55 ☆西村 淳也 �シルクレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496± 02：41．93 5．0


12 ラインストリーム 牡3栗 56 西田雄一郎大澤 繁昌氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 B444－ 82：42．1� 12．3�
612 テイエムクロホマレ 牡3黒鹿56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 アイズスタッド株式会社 486＋ 82：43．05 178．1�
35 ロンドンストライプ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 モトスファーム 464± 02：43．21� 38．2
713 ルシアンバレエ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武 英智 日高 豊洋牧場 436＋ 62：43．3クビ 27．8�

23 ライフオブリバイブ 牡3鹿 56 �島 良太中辻 明氏 牧浦 充徳 新ひだか 田上 徹 466＋ 42：43．62 134．5�
714 セルフィーバイブス 牝3黒鹿 54

52 △菅原 明良飯田 正剛氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 B450＋ 22：44．34 113．2�
48 グラスエルファロ 牡3鹿 56 丹内 祐次半沢� 菊川 正達 日高 ヤナガワ牧場 434－ 82：44．5� 43．8�
815 チ ェ ー ロ 牡3黒鹿56 柴山 雄一東海林貴大氏 奥村 豊 浦河 辻 牧場 486＋162：45．13� 45．7�
816 コウユーモテモテ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介加治屋貞光氏 竹内 正洋 新ひだか 福岡 駿弥 484－ 62：48．5大差 125．9�
36 ラシックアンレーヴ 牝3青 54 横山 武史西森 功氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B496＋ 2 （競走中止） 63．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，757，900円 複勝： 40，087，800円 枠連： 9，233，900円
馬連： 38，860，100円 馬単： 16，887，400円 ワイド： 36，530，100円
3連複： 61，361，300円 3連単： 63，729，300円 計： 292，447，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，110円 複 勝 � 410円 � 180円 � 130円 枠 連（5－6） 2，120円

馬 連 �� 5，420円 馬 単 �� 13，270円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 850円 �� 370円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 43，500円

票 数

単勝票数 計 257579 的中 � 9726（7番人気）
複勝票数 計 400878 的中 � 17813（6番人気）� 59526（3番人気）� 99559（1番人気）
枠連票数 計 92339 的中 （5－6） 3372（10番人気）
馬連票数 計 388601 的中 �� 5547（18番人気）
馬単票数 計 168874 的中 �� 954（43番人気）
ワイド票数 計 365301 的中 �� 5756（17番人気）�� 10711（8番人気）�� 27677（2番人気）
3連複票数 計 613613 的中 ��� 10438（10番人気）
3連単票数 計 637293 的中 ��� 1062（131番人気）

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

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�
13．1―24．2―36．0―48．5―1：00．7―1：13．3―1：26．3―1：40．0―1：52．0―2：03．5―2：15．5―2：27．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナムアミダブツ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2020．1．12 京都10着

2017．4．29生 牡3鹿 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス 5戦1勝 賞金 5，610，000円
〔競走中止〕 ラシックアンレーヴ号は，競走中に疾病〔後肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウユーモテモテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月3日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウォルフライエ号・スカイボルト号



10091 5月3日 晴 良 （2福島1） 第8日 第7競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時05分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

11 ペイシャキュウ 牝4鹿 55
52 ▲山田 敬士北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 436＋101：47．6 4．0�

812 ピクシーメイデン 牝4鹿 55
54 ☆西村 淳也ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434± 01：47．81� 3．2�
33 アドアステラ 牝4栗 55 丹内 祐次 �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 B444＋ 2 〃 クビ 4．4�
811 ネオファルコン 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大西田 俊二氏 鈴木 伸尋 浦河 田中スタッド 462＋ 41：47．9� 39．8�
68 メモリーコバルト 牝5栗 55 古川 吉洋�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 浦河 成隆牧場 472± 01：48．32� 12．8	
710 ゴーインピース 牝4栗 55 嶋田 純次下河辺俊行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 440± 01：48．83 23．6

44 ワインレッドローズ 牝4黒鹿 55

53 △団野 大成飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 478± 0 〃 クビ 4．4�
56 スペロラルーチェ 牝4栗 55

54 ☆斎藤 新岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 八木 明広 430＋ 21：49．65 120．6�
67 � ラブリースパイス 牝6栗 55

52 ▲亀田 温心前田 幸治氏 北出 成人 新冠 平山牧場 430－ 41：50．13 29．9
79 � ボニーソックス 牝4黒鹿55 木幡 初也飯田 正剛氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 438－ 81：50．84 168．0�
55 クリスタルオーブ 牝4鹿 55 柴山 雄一永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 474＋121：51．54 99．2�
22 � モーンストルム 牝4鹿 55 柴田 大知 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 434－291：52．14 25．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，038，800円 複勝： 38，328，900円 枠連： 7，331，700円
馬連： 45，350，500円 馬単： 21，139，600円 ワイド： 38，107，000円
3連複： 66，966，600円 3連単： 86，587，400円 計： 331，850，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 150円 � 140円 枠 連（1－8） 1，000円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 380円 �� 390円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 6，390円

票 数

単勝票数 計 280388 的中 � 55787（2番人気）
複勝票数 計 383289 的中 � 61175（4番人気）� 67600（3番人気）� 76568（1番人気）
枠連票数 計 73317 的中 （1－8） 5682（5番人気）
馬連票数 計 453505 的中 �� 38081（5番人気）
馬単票数 計 211396 的中 �� 8924（6番人気）
ワイド票数 計 381070 的中 �� 25147（5番人気）�� 24703（6番人気）�� 29366（3番人気）
3連複票数 計 669666 的中 ��� 41843（4番人気）
3連単票数 計 865874 的中 ��� 9818（11番人気）

ハロンタイム 7．0―11．6―12．6―13．2―13．0―12．2―12．4―12．7―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―31．2―44．4―57．4―1：09．6―1：22．0―1：34．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペイシャキュウ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2019．2．10 東京6着

2016．5．4生 牝4鹿 母 マ マ キ ジ ャ 母母 サ ヤ カ 10戦2勝 賞金 23，200，000円

10092 5月3日 晴 良 （2福島1） 第8日 第8競走 1，200�4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，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

713 ブラッディムーン 牝4黒鹿55 吉田 隼人藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 462＋121：08．8 5．7�
48 ミヤコローズ 牝4鹿 55 丸田 恭介吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 426－ 4 〃 クビ 11．5�
816 ト ラ ン プ 牡5鹿 57 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 448－161：09．01� 53．3�
36 トウケイココノエ 牝4芦 55

52 ▲服部 寿希木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 536＋ 41：09．1� 31．3�
611 メイショウラバンド 牝9鹿 55 菱田 裕二松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 466－ 61：09．2� 8．8�
510 リ ゲ イ ン 牝4鹿 55

54 ☆菊沢 一樹 �コスモヴューファーム 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 446± 0 〃 アタマ 11．1	
47 ア マ デ ウ ス 牡4黒鹿 57

55 △菅原 明良中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育
成牧場 B454－ 8 〃 アタマ 15．3


23 メイショウナスカ 牝5鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 484＋ 21：09．3クビ 3．3�
815 モダンテイスト 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 広田牧場 440－161：09．51� 50．1�
612� ドクターデューン 牝5鹿 55

52 ▲山田 敬士松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 486＋121：09．6クビ 9．5
714 オーシャンスケイプ 牝4黒鹿 55

53 △団野 大成 �シルクレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 420－ 41：09．7� 45．5�
12 � スターライトキス 牝5栗 55 西田雄一郎岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 502－ 21：10．02 140．0�
59 メイスンハナフブキ 牝4鹿 55

52 ▲亀田 温心梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 高松牧場 450＋ 21：10．1クビ 40．0�
24 ゼ ア ブ ラ ヴ 牡6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 B496＋181：10．2� 8．6�
11 � コハルビヨリ 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治飯田 良枝氏 牧浦 充徳 新ひだか 千代田牧場 486－ 41：10．41� 66．1�
35 タ ン レ イ 牝4芦 55

52 ▲原 優介佐久間拓士氏 伊藤 大士 新ひだか 藤沢牧場 B446＋ 21：12．1大差 16．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，345，600円 複勝： 44，221，700円 枠連： 12，227，800円
馬連： 56，661，100円 馬単： 22，774，100円 ワイド： 52，311，500円
3連複： 90，817，700円 3連単： 91，623，500円 計： 400，983，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 240円 � 360円 � 1，320円 枠 連（4－7） 1，840円

馬 連 �� 3，720円 馬 単 �� 5，950円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 7，340円 �� 7，250円

3 連 複 ��� 69，010円 3 連 単 ��� 272，240円

票 数

単勝票数 計 303456 的中 � 41875（2番人気）
複勝票数 計 442217 的中 � 55072（2番人気）� 32678（7番人気）� 7420（13番人気）
枠連票数 計 122278 的中 （4－7） 5144（10番人気）
馬連票数 計 566611 的中 �� 11789（12番人気）
馬単票数 計 227741 的中 �� 2869（18番人気）
ワイド票数 計 523115 的中 �� 8614（19番人気）�� 1816（74番人気）�� 1838（73番人気）
3連複票数 計 908177 的中 ��� 987（205番人気）
3連単票数 計 916235 的中 ��� 244（915番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―10．7―11．2―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．3―44．5―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラッディムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2019．2．9 京都4着

2016．4．3生 牝4黒鹿 母 イ リ デ 母母 Red Duchess 9戦2勝 賞金 22，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タンレイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月3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 グットクルサマー号



10093 5月3日 晴 良 （2福島1） 第8日 第9競走 ��1，700�4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，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

22 オメガレインボー 牡4栗 57
56 ☆西村 淳也原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 21：48．5 4．0�

810� タ ピ ゾ ー 牡6芦 57 丹内 祐次大塚 亮一氏 菊川 正達 米 Mike G.
Rutherford B496－ 61：48．92� 20．4�

79 � エヴァキュアン 牡4黒鹿 57
54 ▲亀田 温心加藤 誠氏 中竹 和也 米 Godolphin 486－ 8 〃 ハナ 14．7�

55 ペイシャシキブ 牡4黒鹿 57
54 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 有限会社石川牧場 B478＋ 2 〃 クビ 15．2�

33 ウインドオブホープ 	7栗 57 勝浦 正樹�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 524－ 21：49．0� 5．4�
78 ファンタスティック 牡4栗 57

55 △菅原 明良佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 472－ 21：49．1クビ 5．3	
67 
 ヒロノワカムシャ 	6黒鹿57 丸田 恭介小野 博郷氏 石栗 龍彦 日高 ファーミングヤナキタ 480－ 4 〃 アタマ 42．5

44 �
 ドーバーテソーロ 牡4黒鹿57 菱田 裕二了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 米 Chadds Ford
Stable, LLC 482± 01：49．31� 3．5�

11 ディライトラッシュ 牡6鹿 57
56 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 深山 雅史 浦河 小倉牧場 B498± 01：49．51� 58．9
66 ベルクカッツェ 牡5青鹿 57

55 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 482－ 41：50．24 29．2�
811 デ フ ィ 牡6鹿 57 �島 克駿佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 520± 01：51．26 10．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，327，400円 複勝： 38，087，100円 枠連： 8，046，800円
馬連： 45，167，900円 馬単： 22，038，600円 ワイド： 38，411，700円
3連複： 63，186，700円 3連単： 88，263，700円 計： 334，529，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 520円 � 460円 枠 連（2－8） 1，410円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 880円 �� 3，270円

3 連 複 ��� 13，440円 3 連 単 ��� 65，490円

票 数

単勝票数 計 313274 的中 � 62235（2番人気）
複勝票数 計 380871 的中 � 73308（2番人気）� 16465（8番人気）� 18813（6番人気）
枠連票数 計 80468 的中 （2－8） 4397（8番人気）
馬連票数 計 451679 的中 �� 9071（13番人気）
馬単票数 計 220386 的中 �� 2924（17番人気）
ワイド票数 計 384117 的中 �� 7389（15番人気）�� 11642（7番人気）�� 2929（39番人気）
3連複票数 計 631867 的中 ��� 3524（48番人気）
3連単票数 計 882637 的中 ��� 977（227番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―12．7―13．6―12．5―12．4―12．6―12．9―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―31．2―44．8―57．3―1：09．7―1：22．3―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オメガレインボー �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．12．22 阪神2着

2016．4．10生 牡4栗 母 ワイキューブ 母母 エレガントフライ 12戦2勝 賞金 22，150，000円

10094 5月3日 晴 良 （2福島1） 第8日 第10競走 ��2，000�
だ て

伊 達 特 別
発走14時40分 （芝・右）

4歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

88 ホウオウエーデル 牡4鹿 57 西村 淳也小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 482± 02：02．3 2．9�
89 ブレーヴユニコーン 牡4青鹿57 菱田 裕二諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 522＋ 82：02．61� 2．7�
44 ミ チ ビ キ 牝4黒鹿55 柴田 大知 �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 472± 02：02．81� 11．4�
77 メガディスカバリー �4鹿 57 丹内 祐次有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 450－ 22：03．01	 31．2�
66 
 レッドリュンヌ 牝7栗 55 嶋田 純次Mr．ホース 南田美知雄 安平 ノーザンファーム 436－ 8 〃 ハナ 50．9�
11 ニシノベースマン 牡5黒鹿57 黛 弘人西山 茂行氏 小手川 準 新ひだか 藤原牧場 464＋ 42：03．21� 5．8	
55 
 ミ フ リ マ 牝4鹿 55 �島 克駿髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 444± 02：03．3クビ 77．1

33 
 ソルフェージュ 牡5鹿 57 勝浦 正樹ライオンレースホース� 石毛 善彦 新ひだか タイヘイ牧場 434－ 6 〃 ハナ 7．8�
22 イ ル ル ー メ 牡5黒鹿57 横山 武史西森 功氏 鈴木 伸尋 浦河 田中スタッド B500＋ 22：05．0大差 9．5�

（9頭）

売 得 金
単勝： 32，758，300円 複勝： 33，198，400円 枠連： 8，357，400円
馬連： 47，860，700円 馬単： 26，614，300円 ワイド： 37，535，200円
3連複： 68，194，400円 3連単： 125，226，700円 計： 379，745，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 120円 � 220円 枠 連（8－8） 400円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 200円 �� 560円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 5，220円

票 数

単勝票数 計 327583 的中 � 87584（2番人気）
複勝票数 計 331984 的中 � 67607（2番人気）� 82106（1番人気）� 28401（6番人気）
枠連票数 計 83574 的中 （8－8） 15987（1番人気）
馬連票数 計 478607 的中 �� 86488（1番人気）
馬単票数 計 266143 的中 �� 24861（1番人気）
ワイド票数 計 375352 的中 �� 56868（1番人気）�� 14946（10番人気）�� 18757（7番人気）
3連複票数 計 681944 的中 ��� 41746（4番人気）
3連単票数 計1252267 的中 ��� 17362（11番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―12．5―12．6―12．8―11．9―11．8―11．9―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．2―37．7―50．3―1：03．1―1：15．0―1：26．8―1：38．7―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホウオウエーデル 
�
父 ジャスタウェイ 

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2018．10．20 東京7着

2016．4．29生 牡4鹿 母 タニノカリス 母母 タニノクリスタル 11戦2勝 賞金 24，674，000円



10095 5月3日 晴 良 （2福島1） 第8日 第11競走 ��1，200�バーデンバーデンカップ
発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，
牝馬2�減

バーデンバーデン競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

714 ア リ ン ナ 牝6鹿 55 �島 克駿 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド 444± 01：08．4 21．0�

510 アンブロジオ �5栗 57 菊沢 一樹 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－ 81：08．5� 61．0�

815 メイショウカリン 牝6鹿 55 吉田 隼人松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 500＋14 〃 クビ 9．0�
612 アスタールビー 牝4鹿 55 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 448＋221：08．6� 10．4�
47 ジュランビル 牝4黒鹿55 西村 淳也村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 472－20 〃 アタマ 5．5	
48 ジョーマンデリン 牝4芦 55 川又 賢治上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 484－ 41：08．7クビ 6．9

713 スギノヴォルケーノ 牡4鹿 57 菱田 裕二杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 492－ 41：08．8	 3．5�
611 イサチルホープ 牡8栗 57 丸田 恭介小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 494± 0 〃 クビ 14．1�
36 ニシオボヌール �8黒鹿57 秋山真一郎三宅 勝俊氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 500＋ 4 〃 ハナ 32．5
12 タマモメイトウ 牡4黒鹿57 藤田菜七子タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 484± 0 〃 ハナ 34．7�
59 ホウオウカトリーヌ 牝4鹿 55 丹内 祐次小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 61：09．01
 31．8�
23 サラドリーム 牝5黒鹿55 嶋田 純次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 428± 0 〃 クビ 40．4�
816 コウエイダリア 牝6黒鹿55 斎藤 新伊東 政清氏 新谷 功一 日高 浜本牧場 504＋ 61：09．2	 18．6�
24 ニシノキントウン 牡5黒鹿57 菅原 明良西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 474－ 2 〃 クビ 14．3�
11 ナーゲルリング 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 472－ 21：10．05 104．2�
35 ナムラムツゴロー 牡5栗 57 �島 良太奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 502＋181：10．42� 17．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，900，300円 複勝： 79，422，700円 枠連： 40，485，600円
馬連： 186，432，200円 馬単： 62，736，000円 ワイド： 117，588，600円
3連複： 310，341，600円 3連単： 309，677，600円 計： 1，167，584，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，100円 複 勝 � 510円 � 1，170円 � 350円 枠 連（5－7） 5，110円

馬 連 �� 62，270円 馬 単 �� 104，320円

ワ イ ド �� 11，740円 �� 2，550円 �� 6，560円

3 連 複 ��� 114，880円 3 連 単 ��� 1，420，980円

票 数

単勝票数 計 609003 的中 � 23136（10番人気）
複勝票数 計 794227 的中 � 40786（8番人気）� 16420（15番人気）� 64840（4番人気）
枠連票数 計 404856 的中 （5－7） 6131（21番人気）
馬連票数 計1864322 的中 �� 2320（103番人気）
馬単票数 計 627360 的中 �� 451（199番人気）
ワイド票数 計1175886 的中 �� 2560（99番人気）�� 12061（30番人気）�� 4605（76番人気）
3連複票数 計3103416 的中 ��� 2026（314番人気）
3連単票数 計3096776 的中 ��� 158（2507番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―10．9―11．2―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．7―44．9―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア リ ン ナ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．10．15 京都2着

2014．2．21生 牝6鹿 母 ヴンダーゾンネ 母母 キョウエイタイヨウ 31戦5勝 賞金 90，458，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 エムティアン号・キルロード号・グッドジュエリー号・クラウンルシフェル号・ショウナンタイガ号・

スピリットワンベル号・ナンヨーアミーコ号・ヒロイックアゲン号

10096 5月3日 晴 良 （2福島1） 第8日 第12競走 ��1，700�
し ら か わ

白 河 特 別
発走16時00分 （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下），31．4．27以降2．4．26まで1回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

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

712 ハヤブサレジェンド 牡5黒鹿56 菊沢 一樹�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 508－ 21：46．6 3．5�
713 フィルストバーン �4黒鹿55 川又 賢治�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 468＋ 41：47．02� 26．1�
35 アルーフクライ 牡6鹿 55 西村 淳也 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 484－ 61：47．21� 5．3�
815 データヴァリュー 牡6鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース中舘 英二 安平 追分ファーム 482－ 61：47．51� 13．8�
58 � シュプリームゾーン 牡6黒鹿54 勝浦 正樹村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 520＋ 21：47．6� 28．2	
22 グランドビクトリー 牡4栗 56 菱田 裕二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B486－ 61：47．81 4．8

23 � ア オ テ ン 牡7鹿 54 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 524－ 4 〃 クビ 33．0�
610 ゴールドパッキャオ 牡5栗 54 斎藤 新増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：48．01 10．6�
46 � プライムコード 牡6栗 52 黛 弘人�ターフ・スポート小西 一男 新冠 村田牧場 496－ 2 〃 クビ 59．3
11 � デ ス ト ロ イ 牡6栗 54 菅原 明良諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B516－ 81：48．1クビ 11．9�
59 � グランデラムジー 牡4黒鹿55 団野 大成 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 466＋ 21：48．52� 20．2�
47 ロードキング 牡7鹿 54 	島 克駿市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B492＋ 61：48．6クビ 11．8�
34 ヘ ニ ッ ヒ �4黒鹿53 原 優介小田 吉男氏 武井 亮 新冠 新冠橋本牧場 B468－ 21：48．91� 161．9�
611� ブルベアカーキ 牡4鹿 54 柴山 雄一森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか 沼田 照秋 552＋12 〃 クビ 46．8�
814 ブラックカード 牡6黒鹿56 吉田 隼人岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル B474＋ 61：50．38 23．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 61，969，300円 複勝： 93，204，800円 枠連： 24，786，000円
馬連： 124，163，900円 馬単： 48，434，600円 ワイド： 93，818，300円
3連複： 198，645，600円 3連単： 213，442，200円 計： 858，464，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 690円 � 190円 枠 連（7－7） 3，490円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 560円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 8，650円 3 連 単 ��� 33，500円

票 数

単勝票数 計 619693 的中 � 139298（1番人気）
複勝票数 計 932048 的中 � 157850（2番人気）� 26492（12番人気）� 138242（3番人気）
枠連票数 計 247860 的中 （7－7） 5490（17番人気）
馬連票数 計1241639 的中 �� 30614（11番人気）
馬単票数 計 484346 的中 �� 8250（11番人気）
ワイド票数 計 938183 的中 �� 19760（11番人気）�� 45656（3番人気）�� 9394（31番人気）
3連複票数 計1986456 的中 ��� 17215（22番人気）
3連単票数 計2134422 的中 ��� 4618（74番人気）

ハロンタイム 7．1―11．6―12．3―12．9―12．4―11．3―12．0―12．9―14．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．7―31．0―43．9―56．3―1：07．6―1：19．6―1：32．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F39．0
1
3

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

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

ハヤブサレジェンド �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．6．4 東京5着

2015．2．8生 牡5黒鹿 母 イチゴイチエ 母母 アイチェックユー 13戦3勝 賞金 41，415，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ロードキング号の騎手	島克駿は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
※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。
（非当選馬） 1頭 キャベンディッシュ号
（非抽選馬） 8頭 ケイツーリラ号・シンコーマーチャン号・テイエムクロムシャ号・テキスタイルアート号・トゥーフラッシー号・

パイロキネシスト号・ホッコーライデン号・モリトユウブ号

３レース目



（2福島1）第8日 5月3日 （祝日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

189，950，000円
2，990，000円
20，540，000円
1，410，000円
21，050，000円
69，768，000円
5，556，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
398，635，000円
597，488，200円
150，116，500円
747，679，600円
321，056，000円
604，435，100円
1，202，782，000円
1，353，806，100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 5，375，998，500円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回福島競馬第8日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。



令和2年度 第1回福島競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，409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

1，594，380，000円
36，260，000円
158，580，000円
12，730，000円
180，160，000円
576，782，250円
47，370，000円
13，526，400円

勝馬投票券売得金
3，199，109，900円
4，467，895，500円
1，147，274，800円
5，744，696，400円
2，428，294，700円
4，725，368，000円
9，386，323，000円
10，279，193，600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 41，378，155，900円

総入場延人員 0名 （有料入場延人員 0名）

特 記 事 項
第 1回福島競馬は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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