
3006111月15日 晴 良 （2福島3） 第6日 第1競走 ��1，150�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

牝；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
1：07．4
1：07．4

不良
不良

24 ビップエレナ 牝2芦 54
53 ☆菊沢 一樹鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 宮内牧場 464－ 41：10．2 382．5�

35 テイエムミラクル 牝2鹿 54 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 484－141：10．51� 4．9�
36 ク リ オ ズ ナ 牝2栗 54 西村 淳也 �サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 430－ 8 〃 ハナ 18．2�
47 ラスティネイル 牝2芦 54

51 ▲秋山 稔樹田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 438－ 21：10．6� 28．1�
714 サクセスビリーブ 牝2鹿 54 大野 拓弥小林 章氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 494＋101：11．02� 74．8�
815 ピットフォル 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 454＋ 61：11．1� 65．9	
713 ア ヴ ォ カ ド 牝2鹿 54

53 ☆菅原 明良小田 吉男氏 武井 亮 新冠 芳住 鉄兵 470＋ 8 〃 ハナ 5．7

12 ハニークイーン 牝2栗 54 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 81：11．2クビ 437．9�
23 カフェリリー 牝2芦 54

51 ▲小林 凌大西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 508 ―1：11．41� 161．1�
510 ス テ ィ ク ス 牝2鹿 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 478－ 61：11．61� 2．2
11 ヴェルメリオ 牝2鹿 54 川又 賢治今村 明浩氏 坂口 智康 浦河 大北牧場 428＋ 41：11．7クビ 189．2�
48 スナークショウエン 牝2栗 54 �島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 472± 01：12．33� 6．3�
612 サ ノ ラ カ 牝2鹿 54 高倉 稜佐野 信幸氏 牧浦 充徳 日高 豊洋牧場 420＋ 21：12．51� 19．0�
611 スターリーソング 牝2鹿 54 藤井勘一郎広尾レース� 高柳 大輔 新ひだか 金 球美 428＋ 21：12．6クビ 109．1�
59 ハクサンクウ 牝2鹿 54 勝浦 正樹河﨑 五市氏 武藤 善則 浦河 �川 啓一 440－ 21：13．55 315．8�
816 ウーピーパイ 牝2鹿 54 城戸 義政�ミルファーム 田中 剛 浦河 村下農場 436± 01：13．92� 491．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，132，800円 複勝： 34，340，700円 枠連： 7，008，600円
馬連： 37，247，800円 馬単： 18，375，300円 ワイド： 34，699，200円
3連複： 62，638，600円 3連単： 66，532，400円 計： 288，975，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 38，250円 複 勝 � 5，900円 � 230円 � 530円 枠 連（2－3） 11，530円

馬 連 �� 46，780円 馬 単 �� 162，130円

ワ イ ド �� 15，410円 �� 29，560円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 213，540円 3 連 単 ��� 2，009，830円

票 数

単勝票数 計 281328 的中 � 625（14番人気）
複勝票数 計 343407 的中 � 1276（14番人気）� 46903（4番人気）� 16429（7番人気）
枠連票数 計 70086 的中 （2－3） 471（22番人気）
馬連票数 計 372478 的中 �� 617（49番人気）
馬単票数 計 183753 的中 �� 85（116番人気）
ワイド票数 計 346992 的中 �� 571（58番人気）�� 297（81番人気）�� 7139（15番人気）
3連複票数 計 626386 的中 ��� 220（195番人気）
3連単票数 計 665324 的中 ��� 24（1299番人気）

ハロンタイム 9．6―10．7―11．5―12．4―12．9―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．3―31．8―44．2―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビップエレナ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 El Prado デビュー 2020．9．20 中山15着

2018．4．7生 牝2芦 母 ミ ュ ー ジ ー 母母 Foible 2戦1勝 賞金 5，100，000円

3006211月15日 晴 良 （2福島3） 第6日 第2競走 ��
��1，700�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 7，600，000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 スナークダヴィンチ 牡3鹿 55 小崎 綾也杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 宮内牧場 488＋ 81：46．2 3．7�
610 ヒルノブルージュ 牡3黒鹿55 横山 和生�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 米田牧場 484＋ 21：46．94 2．7�
22 � トレーンベアラー 牝3鹿 53 吉田 隼人吉田 和子氏 石坂 正 米

Daniel S. Mallory,
Amy Bayle & Al-
len Racing LLC

450＋ 21：47．0クビ 14．2�
35 カウンターエア 	4鹿 57 丸田 恭介 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 574＋201：47．21
 27．4�
23 アミュリオン 牡4栗 57 丹内 祐次 �吉澤ホールディングス 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 470＋ 41：47．73 217．2	
34 イッツオーライト 牡3栗 55 菱田 裕二田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 468－ 2 〃 ハナ 39．6

814 ラボンダンス 牝3栗 53 池添 謙一�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496± 0 〃 ハナ 15．1�
611 ヴェッツラー 牡3栗 55 松岡 正海永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 442± 0 〃 ハナ 128．8�
58 � ランランウイング 牝4黒鹿55 川又 賢治�髙昭牧場 今野 貞一 浦河 高昭牧場 B466＋ 21：47．8� 10．7
713� メイショウカンキ 牡6鹿 57 酒井 学松本 和子氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 476－ 4 〃 ハナ 74．2�
815 クリノヴジュアル 牡3栗 55 島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 496＋ 21：47．9
 21．3�
46 フラッグアドミラル 牡6黒鹿 57

56 ☆菅原 明良岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 474＋ 41：48．32
 5．3�
712� サウスブルーグラス 	4黒鹿57 江田 照男越村 哲男氏 久保田貴士 米 Winches-

ter Farm 462＋101：49．36 112．6�
47 ウィーンソナタ 牝3青鹿 53

50 ▲小林 凌大星野 �男氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 B482－ 81：49．4� 36．6�
59 メ ン デ ィ 牡4鹿 57 大野 拓弥 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 516＋241：49．82
 29．0�
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売 得 金
単勝： 22，534，900円 複勝： 31，313，500円 枠連： 6，772，300円
馬連： 33，021，000円 馬単： 15，308，300円 ワイド： 32，633，300円
3連複： 55，575，500円 3連単： 53，617，000円 計： 250，775，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 140円 � 230円 枠 連（1－6） 580円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 310円 �� 830円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 9，530円

票 数

単勝票数 計 225349 的中 � 47879（2番人気）
複勝票数 計 313135 的中 � 59294（2番人気）� 65366（1番人気）� 27430（4番人気）
枠連票数 計 67723 的中 （1－6） 8952（1番人気）
馬連票数 計 330210 的中 �� 42787（1番人気）
馬単票数 計 153083 的中 �� 8010（2番人気）
ワイド票数 計 326333 的中 �� 29589（2番人気）�� 9365（6番人気）�� 14231（4番人気）
3連複票数 計 555755 的中 ��� 18997（2番人気）
3連単票数 計 536170 的中 ��� 4077（9番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．6―12．7―12．6―12．4―13．1―12．9―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．5―42．2―54．8―1：07．2―1：20．3―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．0
1
3
8（1，7）－6，9－15（12，14）（2，13）3，10，11－5－4・（8，7）（1，6，9）－10（14，13）（15，2）5，3（11，4）－12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スナークダヴィンチ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2020．4．19 阪神5着

2017．3．8生 牡3鹿 母 トップコマチ 母母 トップジョリー 7戦2勝 賞金 20，510，000円
〔制裁〕 サウスブルーグラス号の騎手江田照男は，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。
※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） 2頭 クリノニキータ号・コパノカーリング号
（非抽選馬） 1頭 フームスムート号

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



3006311月15日 晴 良 （2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 7，600，000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

713 ノ ー チ ラ ス 牝4栗 55 西村 淳也�キーファーズ 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 466＋141：47．4 7．3�
611 ペイシャクレア 牝4鹿 55 大野 拓弥北所 直人氏 坂口 智康 浦河 杵臼斉藤牧場 418－ 6 〃 クビ 5．3�
47 タガノグリュック 牝3栗 53 藤岡 康太八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496＋ 41：48．03� 22．1�
815 ピュアブレンド 牝3栗 53

52 ☆木幡 育也 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 474－14 〃 ハナ 13．3�
59 � ブライトパス 牝5鹿 55

54 ☆菅原 明良 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 494＋10 〃 クビ 9．0	
11 � イルフェソレイユ 牝4芦 55

54 ☆菊沢 一樹�大樹ファーム 和田 勇介 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 444－ 61：48．21 107．8


46 ノワールフレグラン 牝3青鹿53 吉田 隼人 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム B436－ 21：48．3� 4．2�
35 サツキワルツ 牝5鹿 55 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 460－ 21：48．4� 8．7�
34 シ ャ ル ド ネ 牝3鹿 53 	島 克駿 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 448± 01：48．82� 10．3
22 レディグレイ 牝4黒鹿55 杉原 誠人 �キャロットファーム 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 41：49．01� 84．7�
814 リ ピ ネ 牝3鹿 53 酒井 学�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 31：49．42� 70．2�
610 ル ー ア ン 牝4芦 55 小坂 忠士下河辺俊行氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 488－ 8 〃 クビ 14．6�
23 � シャインヴィグラス 牝3栗 53 柴田 善臣前田 清二氏 土田 稔 新ひだか グローリーファーム B456＋ 61：51．2大差 192．1�
58 メイショウハナグシ 牝4鹿 55 横山 和生松本 好雄氏 飯田 祐史 新冠 八木 明広 474＋ 41：51．3� 10．4�
712 ハクサンライラック 牝4栗 55 菱田 裕二河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 	川 啓一 502± 0 （競走中止） 22．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，829，000円 複勝： 36，009，800円 枠連： 8，721，800円
馬連： 38，926，400円 馬単： 15，937，400円 ワイド： 40，887，600円
3連複： 66，823，600円 3連単： 60，081，500円 計： 294，217，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 330円 � 240円 � 450円 枠 連（6－7） 1，710円

馬 連 �� 3，600円 馬 単 �� 6，960円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 3，270円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 18，470円 3 連 単 ��� 84，910円

票 数

単勝票数 計 268290 的中 � 29026（3番人気）
複勝票数 計 360098 的中 � 28382（6番人気）� 44623（2番人気）� 19162（9番人気）
枠連票数 計 87218 的中 （6－7） 3933（9番人気）
馬連票数 計 389264 的中 �� 8366（15番人気）
馬単票数 計 159374 的中 �� 1717（29番人気）
ワイド票数 計 408876 的中 �� 8926（15番人気）�� 3143（46番人気）�� 7503（19番人気）
3連複票数 計 668236 的中 ��� 2712（80番人気）
3連単票数 計 600815 的中 ��� 513（327番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―30．3―43．0―56．1―1：08．8―1：21．7―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノ ー チ ラ ス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2019．3．24 中京6着

2016．3．17生 牝4栗 母 マルヴァーンスプリング 母母 Chelsey Flower 10戦2勝 賞金 19，010，000円
〔競走中止〕 ハクサンライラック号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

3006411月15日 晴 良 （2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 7，900，000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

33 � メイショウハチク �6鹿 60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 460＋ 23：05．2 8．0�
812 ゲインスプレマシー �4鹿 60 石神 深一 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 484＋ 63：05．3� 2．4�
57 キ ー パ ン チ 牡3鹿 58 熊沢 重文北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 468－ 2 〃 クビ 5．2�
45 � マリノパシフィカス 牝6黒鹿58 鈴木 慶太矢野まり子氏 松永 康利 日高 広富牧場 470＋ 23：06．15 14．0�
711 ジ ャ ッ キ ー 牡6栗 60 五十嵐雄祐本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 480－ 43：06．63 21．3�
11 マ ス カ テ ル 牡3鹿 58 中村 将之 �シルクレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 484＋ 83：06．81� 10．9	
44 � オノーレペスカ 牝4青 58 大江原 圭三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 434＋163：07．33 76．7

68 � サイゴウパワー �4栗 60 高野 和馬西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 446－ 43：07．83 161．2�
813 トキノハヤテ 牡3鹿 58 蓑島 靖典田畑 富子氏 星野 忍 浦河 秋場牧場 502－ 4 〃 ハナ 159．1�
56 デアリングアイデア 牡6鹿 60 北沢 伸也宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 444－ 63：09．07 68．8
69 ゴールドサーベラス 牡8栗 60 草野 太郎田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 456＋ 63：09．31� 4．5�
710 クリップルクリーク 牝3黒鹿56 小野寺祐太�三嶋牧場 黒岩 陽一 浦河 三嶋牧場 444＋ 23：09．61� 86．3�
22 シオンコタン 牝4鹿 58 伊藤 工真村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム B442－ 43：10．66 21．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，936，100円 複勝： 16，583，100円 枠連： 4，818，500円
馬連： 22，768，400円 馬単： 12，276，000円 ワイド： 20，240，800円
3連複： 40，049，500円 3連単： 49，332，500円 計： 181，004，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 190円 � 130円 � 150円 枠 連（3－8） 790円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 320円 �� 600円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 9，170円

票 数

単勝票数 計 149361 的中 � 14798（4番人気）
複勝票数 計 165831 的中 � 18692（4番人気）� 37706（1番人気）� 28982（2番人気）
枠連票数 計 48185 的中 （3－8） 4690（3番人気）
馬連票数 計 227684 的中 �� 19665（3番人気）
馬単票数 計 122760 的中 �� 3393（9番人気）
ワイド票数 計 202408 的中 �� 16152（2番人気）�� 7696（8番人気）�� 22794（1番人気）
3連複票数 計 400495 的中 ��� 28997（2番人気）
3連単票数 計 493325 的中 ��� 3899（23番人気）
上り 1マイル 1：47．9 4F 52．8－3F 39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�メイショウハチク �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 タイキシャトル

2014．4．13生 �6鹿 母 エ ガ オ ヨ シ 母母 ベルベットスマイル 障害：5戦1勝 賞金 8，690，000円
初出走 JRA



3006511月15日 晴 良 （2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 7，900，000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

67 ボランテレオ 牡4鹿 60 熊沢 重文近藤 克麿氏 森田 直行 浦河 信岡牧場 502－ 23：02．3 8．0�
66 ホウオウアクセル 牡4栗 60 北沢 伸也小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 446± 03：02．62 2．9�
33 � キタノテイオウ 牡5黒鹿60 伊藤 工真了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 460± 03：02．81� 1．8�
44 ホッコーメヴィウス �4鹿 60 難波 剛健北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 460－103：02．9	 8．3�
811 クリノキング �6栗 60 伴 啓太栗本 守氏 星野 忍 新冠 柏木 一則 494－ 23：03．32	 65．4�
810 クリノテルチャン 牝3栗 56 小野寺祐太栗本 博晴氏 蛯名 利弘 浦河 山田牧場 490－ 23：05．9大差 148．8	
79 � ビッグスコール 牡4鹿 60 五十嵐雄祐木村 廣太氏 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 548± 03：06．64 47．3

11 プロトスター �5栗 60 蓑島 靖典 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 486± 03：06．7クビ 17．0�
55 アキリザーブ 牝3黒鹿56 江田 勇亮石山 嘉七氏 小野 次郎 新ひだか 広田牧場 476＋ 63：07．87 112．0
22 カシノウィング 牡4鹿 60 大江原 圭柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 488－163：08．86 73．8�
78 ラ パ ウ ィ ラ 牡3芦 58 草野 太郎八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 468－ 43：09．86 100．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 14，682，100円 複勝： 15，835，000円 枠連： 6，148，100円
馬連： 21，168，700円 馬単： 13，743，400円 ワイド： 16，396，300円
3連複： 38，834，600円 3連単： 71，287，500円 計： 198，095，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 140円 � 110円 � 110円 枠 連（6－6） 1，050円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 260円 �� 250円 �� 140円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 5，000円

票 数

単勝票数 計 146821 的中 � 14675（3番人気）
複勝票数 計 158350 的中 � 16645（3番人気）� 30991（2番人気）� 73179（1番人気）
枠連票数 計 61481 的中 （6－6） 4533（3番人気）
馬連票数 計 211687 的中 �� 15511（4番人気）
馬単票数 計 137434 的中 �� 4011（10番人気）
ワイド票数 計 163963 的中 �� 13436（3番人気）�� 14438（2番人気）�� 38800（1番人気）
3連複票数 計 388346 的中 ��� 74769（1番人気）
3連単票数 計 712875 的中 ��� 10332（15番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 53．5－3F 40．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ボランテレオ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Danehill デビュー 2019．2．3 中京1着

2016．5．15生 牡4鹿 母 プラウドビューティー 母母 Honey Bun 障害：4戦1勝 賞金 8，690，000円

3006611月15日 晴 良 （2福島3） 第6日 第6競走 ��2，400�3歳以上1勝クラス
発走12時35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 7，600，000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
2：30．2
2：28．6

重
不良

714 メイショウオオタカ 牡4鹿 57
56 ☆富田 暁松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 496± 02：35．6 5．6�

713 カッティングロック 牡3黒鹿55 井上 敏樹石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 520－ 42：36．55 20．0�
48 アルマトップエンド 牡5栗 57 酒井 学コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 496－102：36．71 41．6�
24 ミッキープリンス 牡3栗 55 川又 賢治野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B508－ 62：37．12� 12．9�
611 メイショウメイユウ 牡3鹿 55 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 434－ 62：37．2� 19．9�
612 ナムラタイガー 牡3鹿 55 吉田 隼人奈村 信重氏 鈴木 孝志 浦河 木村牧場 518－10 〃 ハナ 6．6�
36 タガノグランサム 牡3栗 55 藤井勘一郎八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B488＋ 6 〃 ハナ 37．4	
510 メイショウコバコ 牝3栗 53 �島 克駿松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 482－ 22：37．51� 14．6

23 � ナスノコウラン 牡4鹿 57 丸田 恭介�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 502± 02：37．82 66．9�
47 ノーウィック 牡3鹿 55 勝浦 正樹三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 466＋ 22：38．43� 10．0�
59 ルナソルガール 牝3黒鹿53 池添 謙一合同会社雅苑興業 安田 翔伍 浦河 三嶋牧場 500－ 22：39．25 45．1�
11 スキルショット 牡3鹿 55

54 ☆菅原 明良横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 今 牧場 482－ 82：39．73 4．0�
816� ク ロ ヒ ョ ウ 牡4青鹿 57

54 ▲小林 凌大河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 486－ 62：40．12� 20．8�
12 ロードフェローズ 牡3黒鹿55 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 462± 02：41．58 8．1�
35 � シ ュ ロ ス 牡4栗 57 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 506＋ 12：42．56 31．5�
815 ポ ポ ラ リ タ 牝3鹿 53 松岡 正海 �YGGホースクラブ 牧田 和弥 浦河 浦河小林牧場 536＋ 32：42．71� 22．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，066，900円 複勝： 34，611，200円 枠連： 10，020，800円
馬連： 44，692，500円 馬単： 18，412，300円 ワイド： 43，810，600円
3連複： 80，463，300円 3連単： 68，016，700円 計： 324，094，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 570円 � 810円 枠 連（7－7） 4，280円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 2，480円 �� 6，710円

3 連 複 ��� 45，510円 3 連 単 ��� 117，400円

票 数

単勝票数 計 240669 的中 � 33868（2番人気）
複勝票数 計 346112 的中 � 51098（2番人気）� 14641（9番人気）� 9762（12番人気）
枠連票数 計 100208 的中 （7－7） 1813（21番人気）
馬連票数 計 446925 的中 �� 11567（8番人気）
馬単票数 計 184123 的中 �� 2844（12番人気）
ワイド票数 計 438106 的中 �� 8684（11番人気）�� 4549（32番人気）�� 1646（79番人気）
3連複票数 計 804633 的中 ��� 1326（157番人気）
3連単票数 計 680167 的中 ��� 420（414番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―12．3―12．9―13．2―13．5―13．6―13．5―13．4―13．3―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―23．9―36．2―49．1―1：02．3―1：15．8―1：29．4―1：42．9―1：56．3―2：09．6―2：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F52．7―3F39．3
1
�
2，15（3，4）（5，16）（12，9）8－（10，14）7，13（1，6）＝11・（4，16，9）（2，15，12，8，14）（3，7）（10，13）（5，11）（1，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウオオタカ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2018．11．18 京都6着

2016．3．8生 牡4鹿 母 エ ポ レ ッ ト 母母 マキシマムデニール 18戦2勝 賞金 21，700，000円
〔その他〕 ポポラリタ号は，2周目4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュロス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月15日まで平地競走に出

走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タニノシェクハンド号
（非抽選馬） 1頭 カイザーソウル号



3006711月15日 晴 良 （2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 7，600，000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

815 ナイントゥファイブ 牝3黒鹿 54
53 ☆富田 暁�桑田牧場 西園 正都 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：09．7 3．8�

11 リ ャ ス ナ 牝4鹿 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452± 01：09．8� 7．8�
714 レリスタット 牝3青鹿54 丸田 恭介�下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 444－ 6 〃 ハナ 10．9�
36 カ レ ン ヒ メ 牝3芦 54 池添 謙一鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 420± 0 〃 ハナ 2．4�
47 グッドワード 牝5芦 55 �島 克駿下河辺俊行氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 486± 01：10．01� 10．3�
23 アイワナビリーヴ 牝4黒鹿55 藤岡 康太 DMMドリームクラブ	 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：10．1� 11．3

24 	 プレミアムコマチ 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 420＋ 21：10．2
 40．9�
713	 サンセットオーラ 牡5鹿 57 丹内 祐次 N.S.R.C 藤原 辰雄 新冠 サンローゼン 450＋ 2 〃 クビ 84．5�
59 セイウンミツコ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 458－ 2 〃 ハナ 12．5
611	 ブラウンローズ 牝6黒鹿55 川又 賢治大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 B474－ 81：10．3
 60．8�
510	 ブラックアーシャ 牝4黒鹿 55

52 ▲原 優介古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 484－161：10．4クビ 171．1�
12 ベルダニューブ 牝5栗 55 城戸 義政幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 454－ 21：10．5� 119．7�
816	 ガビーズドリーム �4鹿 57 江田 照男長島 和彦氏 中野 栄治 新ひだか 前田牧場 474＋10 〃 アタマ 94．4�
612 ミッキーフォンテン 牝4青鹿 55

54 ☆菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか タイヘイ牧場 412－121：10．71� 210．4�
35 	 モンアムール 牝5黒鹿 55

54 ☆菅原 明良平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 470＋32 〃 クビ 125．0�
48 	 アイアムビクトリア 牝4栗 55 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 444± 01：11．33� 129．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，483，300円 複勝： 37，320，200円 枠連： 7，746，900円
馬連： 44，832，600円 馬単： 19，572，700円 ワイド： 41，649，800円
3連複： 78，571，800円 3連単： 78，550，300円 計： 342，727，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 250円 � 230円 枠 連（1－8） 1，190円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 670円 �� 730円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 17，830円

票 数

単勝票数 計 344833 的中 � 72511（2番人気）
複勝票数 計 373202 的中 � 58165（2番人気）� 36085（5番人気）� 41683（4番人気）
枠連票数 計 77469 的中 （1－8） 5036（6番人気）
馬連票数 計 448326 的中 �� 24833（5番人気）
馬単票数 計 195727 的中 �� 5580（7番人気）
ワイド票数 計 416498 的中 �� 16273（6番人気）�� 14866（8番人気）�� 8696（15番人気）
3連複票数 計 785718 的中 ��� 13075（15番人気）
3連単票数 計 785503 的中 ��� 3193（42番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．2―11．6―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―34．6―46．2―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイントゥファイブ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Blu Air Force デビュー 2019．10．27 東京7着

2017．1．31生 牝3黒鹿 母 ベ ッ ト ー レ 母母 Happy Sue 7戦2勝 賞金 29，296，000円

3006811月15日 晴 良 （2福島3） 第6日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時35分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，600，000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
1：45．3
1：43．9

良
良

714 マリノソフィア 牝3黒鹿53 柴田 善臣矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 462± 01：48．2 19．6�
48 カインドリー 牝3黒鹿53 横山 和生 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 446± 01：48．4� 15．7�
816 タンジェリンムーン 牝3芦 53 吉田 隼人 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 442＋ 6 〃 アタマ 2．9�
59 メデタシメデタシ 牝3鹿 53 大野 拓弥堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 450＋ 4 〃 ハナ 89．2�
815 デンセツノマジョ 牝5黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 468－ 41：48．5クビ 19．2	
510 ウインアルカンナ 牝3黒鹿 53

50 ▲秋山 稔樹�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 450± 0 〃 クビ 5．4

23 ハローキャンディ 牝3鹿 53

50 ▲小林 脩斗中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 432± 01：48．6クビ 26．1�
47 � フォーチュンリング 牝5鹿 55 松岡 正海岡田 壮史氏 田中 清隆 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 クビ 71．9�
35 エフティイーリス 牝4黒鹿55 伊藤 工真吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 450－101：48．7クビ 34．0
24 バトーブラン 牝3芦 53 丹内 祐次 �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 442＋ 41：48．8� 43．2�
11 ハートウォーミング 牝4青鹿55 	島 克駿ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 4 〃 クビ 8．1�
36 レミニシェンザ 牝3鹿 53 長岡 禎仁 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 460－ 21：49．01
 7．7�
612 マリノジュリア 牝4黒鹿55 西村 淳也�クラウン 稲垣 幸雄 日高 クラウン日高牧場 450± 01：49．21
 20．6�
12 メタモルフォーゼ 牝3鹿 53 藤岡 康太�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新ひだか 土居牧場 442－141：49．73 10．7�
611 マーヴェラスクイン 牝4鹿 55

54 ☆菅原 明良山本又一郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木村 秀則 432－ 61：49．8� 190．8�
713 プティシュシュ 牝3青鹿53 酒井 学小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 446－ 41：50．65 20．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，127，800円 複勝： 46，137，200円 枠連： 9，062，400円
馬連： 45，676，400円 馬単： 17，829，100円 ワイド： 46，338，900円
3連複： 85，317，400円 3連単： 74，421，500円 計： 353，910，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 560円 � 420円 � 170円 枠 連（4－7） 7，170円

馬 連 �� 16，720円 馬 単 �� 30，320円

ワ イ ド �� 4，750円 �� 1，440円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 10，940円 3 連 単 ��� 158，220円

票 数

単勝票数 計 291278 的中 � 11872（8番人気）
複勝票数 計 461372 的中 � 18065（10番人気）� 25094（7番人気）� 93024（1番人気）
枠連票数 計 90624 的中 （4－7） 979（26番人気）
馬連票数 計 456764 的中 �� 2117（60番人気）
馬単票数 計 178291 的中 �� 441（99番人気）
ワイド票数 計 463389 的中 �� 2438（59番人気）�� 8363（17番人気）�� 10974（8番人気）
3連複票数 計 853174 的中 ��� 5847（41番人気）
3連単票数 計 744215 的中 ��� 341（530番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―12．6―12．5―11．9―11．9―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．2―47．8―1：00．3―1：12．2―1：24．1―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F36．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

マリノソフィア �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．7．6 福島8着

2017．2．26生 牝3黒鹿 母 レインボーシーカー 母母 ラ ゲ ラ 9戦2勝 賞金 14，700，000円
〔制裁〕 マリノソフィア号の騎手柴田善臣は，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：9番・8番・

10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 シーシーサザン号



3006911月15日 晴 良 （2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 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳56�4歳以上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
1：06．1
1：06．1

不良
不良

816 ア ス カ リ �4栗 57
56 ☆富田 暁吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B502± 01：08．9 4．0�

12 ア ン ビ ル �4黒鹿57 木幡 初也�菅井牧場 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 484＋ 21：09．85 14．3�
612 タイガーサイレンス 牡3青鹿56 高倉 稜伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別 敏朗 448＋ 2 〃 クビ 5．6�
36 ウィズアウィッシュ 牝6鹿 55

52 ▲秋山 稔樹岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 浦河 中島牧場 510＋14 〃 アタマ 45．1�
815 ピュアプリンセス 牝3栗 54

53 ☆木幡 育也田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 480± 01：10．33 4．6�
713 タ ン レ イ 牝4芦 55 井上 敏樹長島 利治氏 高橋 文雅 新ひだか 藤沢牧場 444＋ 61：10．4クビ 22．1	
510	 トミケンプロズバ 牡4栗 57 大野 拓弥冨樫 賢二氏 伊坂 重信 新ひだか 大滝 康晴 488－ 21：10．5
 62．6

24 	 マリノリヴィエール 牝4黒鹿55 丹内 祐次矢野まり子氏 本間 忍 日高 クラウン日高牧場 466＋ 2 〃 アタマ 22．2�
11 	 スマートレジーナ 牝4鹿 55 江田 照男大川 徹氏 高橋 文雅 日高 株式会社ス

マート 446＋141：10．6� 34．5�
611	 ウエスタンカッター 牝4黒鹿 55

52 ▲原 優介西川 賢氏 的場 均 新ひだか ウエスタンファーム 442－ 81：10．92 112．9
23 	 コウジンシックス 牝4栗 55

52 ▲小林 凌大加藤 興一氏 和田 雄二 新冠 中地 義次 438－ 2 〃 ハナ 319．8�
47 アイアンゾーン 牝4芦 55 勝浦 正樹池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 440－ 41：11．0クビ 126．5�
48 	 スマートエリス 牝4栗 55 吉田 隼人大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 B496－ 61：11．21� 13．2�
714	 ドーンオブアネラ 牡4鹿 57

56 ☆菅原 明良吉田 和美氏 安田 隆行 豪 Mr R An-
derson 516± 01：11．62
 6．1�

59 	 コパノアダムス 牡4鹿 57 藤井勘一郎小林 照弘氏 武藤 善則 新ひだか 伊藤 敏明 494＋ 41：11．81 70．0�
35 ヘ ル メ ッ ト 牝4栗 55 西村 淳也�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 514＋ 41：18．0大差 9．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，383，700円 複勝： 43，134，000円 枠連： 11，365，400円
馬連： 52，336，700円 馬単： 21，770，800円 ワイド： 48，224，800円
3連複： 84，733，800円 3連単： 89，563，400円 計： 380，512，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 330円 � 220円 枠 連（1－8） 1，160円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 910円 �� 520円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 3，680円 3 連 単 ��� 20，490円

票 数

単勝票数 計 293837 的中 � 58281（1番人気）
複勝票数 計 431340 的中 � 80358（1番人気）� 28267（6番人気）� 50531（3番人気）
枠連票数 計 113654 的中 （1－8） 7554（5番人気）
馬連票数 計 523367 的中 �� 15297（10番人気）
馬単票数 計 217708 的中 �� 4108（13番人気）
ワイド票数 計 482248 的中 �� 13313（8番人気）�� 25261（2番人気）�� 10871（12番人気）
3連複票数 計 847338 的中 ��� 17239（7番人気）
3連単票数 計 895634 的中 ��� 3169（37番人気）

ハロンタイム 9．6―11．1―11．4―12．3―11．7―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．7―32．1―44．4―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ス カ リ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．7．7 中京3着

2016．2．9生 �4栗 母 フィロンルージュ 母母 スカーレットレディ 18戦2勝 賞金 23，700，000円
〔制裁〕 コパノアダムス号の騎手藤井勘一郎は，3コーナーで内側に斜行したことについて令和2年11月28日から令和2年11月29日

まで騎乗停止。（被害馬：3番・2番・5番・7番）
〔その他〕 ヘルメット号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。
（非抽選馬） 8頭 ケイティディライト号・サツキマス号・スターライトキス号・ストレガ号・トウケイココノエ号・ナムラブル号・

ライトマン号・レムリアンシード号

3007011月15日 晴 良 （2福島3） 第6日 第10競走 ��
��1，200�福島2歳ステークス

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

福島馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．5

良
良

24 ル ク シ オ ン 牝2黒鹿54 西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 河内 洋 熊本 ストームファーム

コーポレーション 420－ 21：10．0 6．9�
714 サニーオーシャン 牡2鹿 55 	島 克駿海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 450－ 2 〃 クビ 5．9�
35 ビーマイベイビー 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 428－ 81：10．31
 21．2�
612 フ ォ ド ラ 牝2鹿 54 吉田 隼人吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 400－ 2 〃 アタマ 2．4�
48 � トーセンウォーリア 牡2鹿 56 横山 和生島川 	哉氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 494－ 81：10．4クビ 24．5

36 フレンドパル 牝2鹿 54 江田 照男前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 462－ 81：10．61� 73．6�
23 ディープエコロジー 牝2鹿 54 菱田 裕二飯田 正剛氏 宮田 敬介 新ひだか 千代田牧場 438＋10 〃 アタマ 36．4�
11 クープドクール 牝2栗 54 難波 剛健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 460＋ 21：10．7
 20．1
510 ハイプリーステス 牝2芦 54 秋山 稔樹田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 田原橋本牧場 406± 01：11．23 71．9�
12 オリアメンディ 牝2鹿 54 城戸 義政�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 456± 01：11．41
 67．8�
816 ラマルセイエーズ 牝2鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 森田 直行 新冠 タニグチ牧場 462＋ 61：11．5
 17．0�
47 ルミナスライン 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 清水 英克 日高 荒井ファーム 414± 01：11．71 23．6�
611 ヒロインカラーズ 牝2黒鹿54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 468＋181：11．8
 37．9�
713 ホーキーポーキー 牝2栗 54 菅原 隆一�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 454－ 41：12．01
 100．8�
815 セピアノーツ 牝2芦 54 菊沢 一樹谷口 悦一氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 464－ 8 〃 クビ 34．4�
59 リアルドキュメント 牡2黒鹿55 柴田 善臣川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 484± 01：12．32 10．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，631，600円 複勝： 51，606，200円 枠連： 14，416，900円
馬連： 72，004，700円 馬単： 32，014，600円 ワイド： 61，868，600円
3連複： 121，660，000円 3連単： 131，088，700円 計： 526，291，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 210円 � 580円 枠 連（2－7） 1，550円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 790円 �� 2，100円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 17，740円 3 連 単 ��� 69，880円

票 数

単勝票数 計 416316 的中 � 50524（3番人気）
複勝票数 計 516062 的中 � 81102（2番人気）� 69565（3番人気）� 18340（8番人気）
枠連票数 計 144169 的中 （2－7） 7171（6番人気）
馬連票数 計 720047 的中 �� 26813（5番人気）
馬単票数 計 320146 的中 �� 6847（9番人気）
ワイド票数 計 618686 的中 �� 20918（5番人気）�� 7455（20番人気）�� 6261（26番人気）
3連複票数 計1216600 的中 ��� 5142（55番人気）
3連単票数 計1310887 的中 ��� 1360（192番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―11．7―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―45．9―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ル ク シ オ ン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．8．15 小倉1着

2018．3．1生 牝2黒鹿 母 ヘヴンリーヴォイス 母母 ヘヴンリーソング 4戦2勝 賞金 30，464，000円
※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） 4頭 ゴールドチャリス号・セントポーリア号・バイシクルキック号・ヒトヨギリ号



3007111月15日 晴 良 （2福島3） 第6日 第11競走
第56回農林水産省賞典

��
��2，000�福 島 記 念（ＧⅢ）

発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，1．11．9以降2．11．8まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞・福島県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

23 バイオスパーク 牡5黒鹿55 池添 謙一宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 472－ 21：59．6 6．4�
59 ヴァンケドミンゴ 牡4鹿 55 酒井 学幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 468± 0 〃 クビ 3．4�
47 テリトーリアル 牡6栗 56．5 石川裕紀人ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474± 01：59．81 10．4�
713 デンコウアンジュ 牝7黒鹿56 柴田 善臣田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 474＋141：59．9� 24．8�
611 ウインイクシード 牡6黒鹿56 松岡 正海�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 496± 02：00．0� 16．8�
35 ワセダインブルー 牡5鹿 54 大野 拓弥大冨 智弘氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 446－ 42：00．1� 18．5	
48 マイネルハニー 牡7鹿 55 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 浦河 高昭牧場 482－ 8 〃 クビ 131．3

12 トーラスジェミニ 牡4鹿 56 木幡 育也柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 484＋ 42：00．2クビ 9．7�
612 マイネルサーパス 牡4黒鹿56．5 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 482± 02：00．3� 6．6�
36 アドマイヤジャスタ 牡4鹿 56 富田 暁近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 510＋ 2 〃 クビ 21．5
11 ロードクエスト 牡7鹿 57 西村 淳也 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 460－ 22：00．4クビ 16．9�
815 ド ゥ オ ー モ 牡7鹿 53 藤岡 康太広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 472－ 4 〃 アタマ 20．1�
816 レッドローゼス 牡6鹿 56 勝浦 正樹 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 484－ 4 〃 ハナ 26．2�
24 レッドアネモス 牝4鹿 55 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 466－ 22：00．61 15．8�
510 マイネルファンロン 牡5青鹿55 藤井勘一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 482＋122：00．91� 36．5�
714 ソロフレーズ 牡5青鹿53 江田 照男ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 62：01．11� 77．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 109，172，800円 複勝： 152，783，300円 枠連： 68，071，100円
馬連： 365，834，700円 馬単： 116，207，700円 ワイド： 253，575，400円
3連複： 712，303，800円 3連単： 694，489，800円 計： 2，472，438，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 200円 � 150円 � 270円 枠 連（2－5） 740円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，360円 �� 680円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 19，170円

票 数

単勝票数 計1091728 的中 � 135824（2番人気）
複勝票数 計1527833 的中 � 186900（2番人気）� 336284（1番人気）� 119538（4番人気）
枠連票数 計 680711 的中 （2－5） 70687（2番人気）
馬連票数 計3658347 的中 �� 248758（2番人気）
馬単票数 計1162077 的中 �� 35812（4番人気）
ワイド票数 計2535754 的中 �� 140703（2番人気）�� 45279（13番人気）�� 95615（3番人気）
3連複票数 計7123038 的中 ��� 131889（5番人気）
3連単票数 計6944898 的中 ��� 26264（24番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．8―11．9―12．0―11．8―11．7―12．0―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．7―47．6―59．6―1：11．4―1：23．1―1：35．1―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バイオスパーク �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2017．7．16 中京7着

2015．3．27生 牡5黒鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 25戦5勝 賞金 146，268，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アメリカズカップ号・スーパーブレイク号・ドリームソルジャー号・パンサラッサ号・ブレイキングドーン号・

リープフラウミルヒ号

3007211月15日 晴 良 （2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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

612 チェアリングソング 牡3栗 56 菱田 裕二 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 464－ 21：09．5 7．5�

510 ニシノストーム 牡3鹿 56 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 村上 欽哉 496－ 61：09．6� 9．8�
47 タマモティータイム 牝3鹿 54 	島 良太タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 462± 01：09．7
 4．0�
48 � ヴォイスオブジョイ 牝4鹿 55 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 462－ 21：09．9
 8．0�

24 ア レ ス 牝4鹿 55 横山 和生 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 むかわ ヤマイチ牧場 B448－ 8 〃 クビ 9．3�

714 オルダージュ 牡4黒鹿57 菅原 明良 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 B474± 0 〃 アタマ 16．4	

815 クルークヴァール 牡5鹿 57 	島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B460＋ 2 〃 アタマ 18．6

816 ショウナンバニラ 牝4鹿 55 吉田 隼人�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 442－ 2 〃 ハナ 7．4�
59 � マリノスピカ 牝4栗 55 藤井勘一郎和田 志保氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 490＋ 81：10．0� 59．0
611 イ キ オ イ 牡8鹿 57 勝浦 正樹西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 456＋10 〃 ハナ 86．6�
12 マリノディアナ 牝5青鹿55 丸田 恭介和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 452＋ 2 〃 ハナ 68．6�
35 ケ ワ ロ ス 牝5鹿 55 高倉 稜 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 444－ 61：10．1� 54．4�
11 ツ ヅ ク 牝6鹿 55 江田 照男清水 敏氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 452－ 6 〃 アタマ 67．6�
713 ノーブルワークス 牝4鹿 55 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 460－ 41：10．2� 6．8�
36 � ワンモアバイト 牝5鹿 55 秋山 稔樹�下河辺牧場 武井 亮 日高 下河辺牧場 B444＋ 41：10．73 22．8�
23 クイックレス 牝3黒鹿54 松岡 正海中村 祐子氏 中舘 英二 新冠 村田牧場 450＋ 21：11．97 52．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，098，800円 複勝： 75，186，400円 枠連： 20，877，800円
馬連： 102，405，400円 馬単： 37，467，000円 ワイド： 81，190，100円
3連複： 167，064，900円 3連単： 173，731，900円 計： 710，022，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 220円 � 300円 � 170円 枠 連（5－6） 3，040円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 8，170円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 600円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 7，380円 3 連 単 ��� 43，850円

票 数

単勝票数 計 520988 的中 � 55522（4番人気）
複勝票数 計 751864 的中 � 88545（3番人気）� 56301（7番人気）� 135870（1番人気）
枠連票数 計 208778 的中 （5－6） 5318（16番人気）
馬連票数 計1024054 的中 �� 21274（16番人気）
馬単票数 計 374670 的中 �� 3437（39番人気）
ワイド票数 計 811901 的中 �� 14993（16番人気）�� 36886（1番人気）�� 13867（21番人気）
3連複票数 計1670649 的中 ��� 16967（17番人気）
3連単票数 計1737319 的中 ��� 2872（111番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―11．7―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．0―45．7―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チェアリングソング �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 エアジハード デビュー 2019．8．24 新潟4着

2017．4．23生 牡3栗 母 チェアユーアップ 母母 キョウエイマリー 11戦3勝 賞金 44，594，000円
※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 アーヒラ号・タガノカルラ号・テーオーマルクス号・ヤマニンベリンダ号

３レース目



（2福島3）第6日 11月15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 182頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

262，320，000円
22，520，000円
1，930，000円
31，950，000円
78，861，000円
6，665，500円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
427，079，800円
574，860，600円
175，030，600円
880，915，300円
338，914，600円
721，515，400円
1，594，036，800円
1，610，713，200円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，323，066，300円

総入場人員 1，450名 （有料入場人員 1，262名）



令和2年度 第3回福島競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，018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

1，301，060，000円
23，340，000円
136，160，000円
9，581，000円
147，690，000円
434，284，750円
33，345，000円
9，772，800円

勝馬投票券売得金
2，295，347，000円
3，151，093，300円
857，426，300円
4，078，776，800円
1，746，196，500円
3，502，273，100円
6，915，530，800円
7，537，263，300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 30，083，907，100円

総入場延人員 6，487名 （有料入場延人員 5，389名）
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