
3001311月1日 晴 良 （2福島3） 第2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 5，100，000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
1：46．3
1：44．9

稍重
稍重

35 フォルツァンド 牡2鹿 55 菱田 裕二 �カナヤマホール
ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 504＋121：49．3 7．4�

23 フォートレスヒル 牡2栗 55
54 ☆菅原 明良谷口 悦一氏 青木 孝文 新ひだか へいはた牧場 486－ 81：49．62 6．9�

11 ワイドアウェイク 牝2栗 54 �島 克駿 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 488－ 61：50．23� 16．2�
34 トーセンチャールズ 牡2鹿 55

52 ▲秋山 稔樹島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 488＋12 〃 クビ 29．9�

46 スーパーフェイバー 牡2黒鹿 55
53 ◇藤田菜七子�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 41：50．41� 47．6	
22 トーセンパトリック 牡2黒鹿55 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 492＋ 41：50．5� 4．5

713 ア ミ ス タ 牝2鹿 54

53 ☆森 裕太朗水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 468－ 41：50．6� 25．3�
610 シークレットギア 牡2鹿 55 丸山 元気 KRジャパン 小手川 準 新冠 村上 欽哉 452＋ 61：50．92 6．1�
814 ジ ョ ッ ト 牡2鹿 55

52 ▲山田 敬士海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 81：51．43 28．9
58 ニューアリオン 牡2鹿 55 西村 淳也フィールドレーシング 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 472＋ 81：52．25 3．5�
611 メイショウトリプル 牡2黒鹿55 荻野 極松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 B454＋ 41：52．52 131．6�
47 サンネイプルズ 牡2栗 55

52 ▲小林 凌大 �加藤ステーブル 伊坂 重信 様似 様似共栄牧場 480＋ 61：52．71� 38．0�
59 ト ラ キ チ 牡2栗 55

52 ▲小林 脩斗大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 ヒダカフアーム 526＋ 21：53．23 98．6�
712 クリノギンザン 牡2栗 55 川又 賢治栗本 博晴氏 中尾 秀正 新冠 つつみ牧場 518－ 21：54．37 407．8�
815 カズアティシャ 牡2鹿 55

54 ☆斎藤 新合同会社雅苑興業 安田 翔伍 新ひだか 千代田牧場 466＋ 61：54．93� 237．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，174，000円 複勝： 35，747，700円 枠連： 8，111，700円
馬連： 41，242，300円 馬単： 19，637，400円 ワイド： 40，215，900円
3連複： 69，841，600円 3連単： 68，899，400円 計： 311，870，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 280円 � 230円 � 530円 枠 連（2－3） 760円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 890円 �� 2，440円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 12，300円 3 連 単 ��� 57，020円

票 数

単勝票数 計 281740 的中 � 32189（5番人気）
複勝票数 計 357477 的中 � 33980（5番人気）� 44223（3番人気）� 15370（8番人気）
枠連票数 計 81117 的中 （2－3） 8188（2番人気）
馬連票数 計 412423 的中 �� 13652（10番人気）
馬単票数 計 196374 的中 �� 3188（21番人気）
ワイド票数 計 402159 的中 �� 11954（10番人気）�� 4154（30番人気）�� 5817（20番人気）
3連複票数 計 698416 的中 ��� 4257（42番人気）
3連単票数 計 688994 的中 ��� 876（183番人気）

ハロンタイム 7．3―11．3―12．0―13．2―13．6―12．9―12．8―13．2―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．6―30．6―43．8―57．4―1：10．3―1：23．1―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォルツァンド �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Hard Spun デビュー 2020．10．4 中京11着

2018．5．1生 牡2鹿 母 スピニングレディ 母母 Global Finance 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 ワイドアウェイク号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ワイドアウェイク号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カズアティシャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月1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 アースフレア号・ラナチャンス号

3001411月1日 晴 良 （2福島3） 第2日 第2競走 ��
��1，200�2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
1：08．5
1：07．5

良
良

12 テ セ ウ ス 牡2青鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 430＋ 61：09．8 25．5�
816 インヴァネス 牝2青 54

53 ☆菅原 明良矢野 亨憲氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 452－ 21：09．9� 5．8�
11 カトルショセット 牝2鹿 54 丸山 元気�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 ハナ 1．8�
510 キ ャ ン ビ ー 牡2黒鹿55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 浦河 市川フアーム 490＋ 4 〃 ハナ 14．9�
713 ウキウキホリデー 牝2芦 54

51 ▲小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 シンカンファーム 458－ 2 〃 クビ 20．2	
815 ナンヨーローズ 牡2黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子中村 德也氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 444－ 21：10．11� 17．3

48 ブラックライフ 牝2青鹿 54

53 ☆森 裕太朗清水 義德氏 吉田 直弘 日高 広富牧場 426＋ 21：10．2クビ 44．6�
23 デルマケゴン 牝2芦 54

51 ▲山田 敬士浅沼 廣幸氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 396－101：10．41� 38．0�
611 ミカンタルト 牝2黒鹿 54

53 ☆斎藤 新保坂 和孝氏 林 徹 浦河 宮内牧場 428＋ 41：10．82� 70．2
24 ボルケーノペスカ 牡2鹿 55 菱田 裕二山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 438＋12 〃 アタマ 46．6�
714 オクタヴィアン 牡2黒鹿55 川又 賢治 �シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 474－ 21：10．9クビ 6．0�
36 サンダナポイント 牝2鹿 54 勝浦 正樹 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 420＋181：11．11� 236．5�
47 エガオガキュート 牝2黒鹿 54

53 ☆富田 暁�GET NEXT 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 452－ 41：11．42 372．0�
59 パンナコッタ 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 西村牧場 420＋ 21：11．71	 775．4�
35 ユイアンデービス 牝2青鹿54 木幡 初也由比 泉子氏 杉浦 宏昭 浦河 カケハムポニークラブ 426－ 81：12．55 545．1�

（15頭）
612 カシノローズ 牝2鹿 54

51 ▲秋山 稔樹柏木 務氏 天間 昭一 日高 戸川牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 30，469，700円 複勝： 34，498，900円 枠連： 7，865，800円
馬連： 34，920，100円 馬単： 17，984，500円 ワイド： 34，734，400円
3連複： 54，203，200円 3連単： 60，135，200円 計： 274，811，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，550円 複 勝 � 370円 � 150円 � 120円 枠 連（1－8） 350円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 12，110円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 570円 �� 240円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 27，230円

票 数

単勝票数 差引計 304697（返還計 182） 的中 � 10146（7番人気）
複勝票数 差引計 344989（返還計 271） 的中 � 15190（8番人気）� 60809（2番人気）� 103238（1番人気）
枠連票数 差引計 78658（返還計 10） 的中 （1－8） 17269（1番人気）
馬連票数 差引計 349201（返還計 629） 的中 �� 6299（16番人気）
馬単票数 差引計 179845（返還計 1010） 的中 �� 1113（37番人気）
ワイド票数 差引計 347344（返還計 743） 的中 �� 6516（18番人気）�� 14733（4番人気）�� 42536（1番人気）
3連複票数 差引計 542032（返還計 2947） 的中 ��� 17385（5番人気）
3連単票数 差引計 601352（返還計 3409） 的中 ��� 1601（87番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―10．9―11．8―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．0―45．8―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ セ ウ ス �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2020．7．4 福島7着

2018．3．28生 牡2青鹿 母 テルミドール 母母 マイネディアマンテ 7戦1勝 賞金 7，100，000円
〔出走取消〕 カシノローズ号は，疾病〔左膝蓋部挫創〕のため出走取消。
〔制裁〕 デルマケゴン号の騎手山田敬士は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）
※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 スノウリリー号・リュウノクララ号

第３回 福島競馬 第２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



3001511月1日 晴 良 （2福島3） 第2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

815� ココリモアナ 牝5鹿 55
54 ☆菅原 明良美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 462－101：48．3 20．3�

46 ペイシャクレア 牝4鹿 55 丸山 元気北所 直人氏 坂口 智康 浦河 杵臼斉藤牧場 424＋ 21：48．61� 5．2�
58 タガノグリュック 牝3栗 53

51 ◇藤田菜七子八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 492－ 2 〃 クビ 19．5�

59 マ ナ ロ ー ラ 牝6黒鹿55 �島 克駿前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484－ 4 〃 ハナ 7．8�

610 ノワールフレグラン 牝3青鹿53 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 B438－ 2 〃 ハナ 4．7�
611 フォギーデイ 牝3青鹿53 勝浦 正樹岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 460－ 61：48．7� 6．6	
11 ナーシサステソーロ 牝3芦 53 菱田 裕二了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 438－ 81：48．8クビ 74．7

814 カ イ ア ワ セ 牝3栗 53

50 ▲秋山 稔樹内田 玄祥氏 星野 忍 日高 オリオンファーム 432＋ 81：49．01	 21．4�
22 ハ ン ド リ ー 牝5栗 55

52 ▲山田 敬士大倉 佑介氏 松永 康利 青森 諏訪牧場 458－ 41：49．32 13．6�
34 ア ポ ロ ニ ケ 牝3鹿 53 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡野牧場 470± 0 〃 ハナ 115．2
35 カ グ ラ ヒ メ 牝4青鹿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 日高 シンボリ牧場 462＋ 21：49．4クビ 4．2�
47 バトルカグヤ 牝3鹿 53

52 ☆富田 暁宮川 秋信氏 本田 優 浦河 小林 仁 454－ 81：49．82
 47．6�
712 エレナレジーナ 牝4鹿 55 西村 太一広尾レース� 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 424－ 21：50．12 76．7�
23 � フローラルピース 牝3鹿 53

52 ☆菊沢 一樹髙橋 正雄氏 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 448＋181：50．31
 82．8�
713 マジックアーツ 牝3青鹿 53

52 ☆斎藤 新下河辺隆行氏 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 B452＋121：50．4クビ 20．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，541，600円 複勝： 44，892，300円 枠連： 9，294，800円
馬連： 45，410，000円 馬単： 19，161，600円 ワイド： 43，952，600円
3連複： 73，254，100円 3連単： 68，435，000円 計： 333，942，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，030円 複 勝 � 660円 � 230円 � 460円 枠 連（4－8） 3，250円

馬 連 �� 4，350円 馬 単 �� 13，530円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 4，250円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 33，500円 3 連 単 ��� 216，660円

票 数

単勝票数 計 295416 的中 � 11623（8番人気）
複勝票数 計 448923 的中 � 15901（9番人気）� 59322（4番人気）� 24256（7番人気）
枠連票数 計 92948 的中 （4－8） 2216（15番人気）
馬連票数 計 454100 的中 �� 8084（16番人気）
馬単票数 計 191616 的中 �� 1062（56番人気）
ワイド票数 計 439526 的中 �� 7715（19番人気）�� 2617（45番人気）�� 5663（26番人気）
3連複票数 計 732541 的中 ��� 1640（106番人気）
3連単票数 計 684350 的中 ��� 229（654番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―12．2―13．0―13．0―13．0―13．3―12．4―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．6―43．6―56．6―1：09．6―1：22．9―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ココリモアナ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス

2015．4．30生 牝5鹿 母 アドマイヤマダム 母母 ファームキャット 17戦1勝 賞金 12，600，000円
初出走 JRA

3001611月1日 晴 良 （2福島3） 第2日 第4競走 2，750�障害3歳以上未勝利
発走11時10分 （ 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� 基準タイム2：57．4良

89 スズカデヴィアス 牡9黒鹿60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B498 3：02．1 3．7�
33 � アーネストホープ �6栗 60 伴 啓太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 490± 0 〃 アタマ 10．3�
44 � 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± 03：02．31 3．0�
11 デ ィ ー ド 牡4鹿 60 西谷 誠林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム B514＋103：02．72� 2．9�
66 シゲルメイオウセイ 牡3鹿 58 草野 太郎森中 蕃氏 松山 将樹 日高 池添 安雄 494－ 63：04．08 76．2�
77 シオンコタン 牝4鹿 58 大江原 圭村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム B446－123：05．06 196．1	
22 � シベリアンプラウド 牡4栗 60 高野 和馬藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 520＋ 83：06．06 60．8

55 � 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± 03：08．4大差 40．7�
88 ヤマカツグレース 牝6栗 58 熊沢 重文山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 470－10 （競走中止） 5．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 20，543，900円 複勝： 16，633，500円 枠連： 5，265，800円
馬連： 23，905，700円 馬単： 15，184，200円 ワイド： 16，965，900円
3連複： 38，880，800円 3連単： 74，131，000円 計： 211，510，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 170円 � 120円 枠 連（3－8） 1，330円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 600円 �� 360円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 9，440円

票 数

単勝票数 計 205439 的中 � 43498（3番人気）
複勝票数 計 166335 的中 � 30221（3番人気）� 21303（5番人気）� 39960（1番人気）
枠連票数 計 52658 的中 （3－8） 3065（7番人気）
馬連票数 計 239057 的中 �� 10737（9番人気）
馬単票数 計 151842 的中 �� 4456（14番人気）
ワイド票数 計 169659 的中 �� 6786（10番人気）�� 12503（5番人気）�� 12176（6番人気）
3連複票数 計 388808 的中 ��� 20204（6番人気）
3連単票数 計 741310 的中 ��� 5693（41番人気）
上り 1マイル 1：45．0 4F 51．0－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカデヴィアス 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．6 京都7着

2011．5．8生 牡9黒鹿 母 スズカローラン 母母 ローマンスズカⅡ 障害：1戦1勝 賞金 7，900，000円
〔騎手変更〕 キタノテイオウ号の騎手上野翔は，第1日第5競走での落馬負傷のため伊藤工真に変更。
〔競走中止〕 ヤマカツグレース号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。



3001711月1日 晴 良 （2福島3） 第2日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時00分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．9
1：58．9

良
良

35 トーセンクライマー 牡2芦 55 横山 和生島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 478 ―2：03．8 3．5�

11 ロックオブエイジズ 牡2栗 55 丸山 元気吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 528 ― 〃 クビ 3．0�
510 セ ナ リ ス ト 牝2黒鹿 54

53 ☆斎藤 新 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 438 ―2：04．12 19．9�
815 ワイドモンスター 牡2栗 55 西村 淳也幅田 昌伸氏 笹田 和秀 様似 猿倉牧場 448 ―2：04．31� 6．2�
48 マジックビーム 牡2黒鹿55 木幡 初也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 松田牧場 458 ―2：04．61� 28．9	
36 マイネルスキーブ 牡2芦 55

52 ▲小林 脩斗 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 470 ―2：04．7� 50．5�

611 ラヴオブネイチャー 牡2黒鹿55 丹内 祐次吉田 安惠氏 深山 雅史 安平 追分ファーム 400 ―2：04．8� 150．4�
816 マサハヤサン 牝2鹿 54 荻野 琢真中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464 ―2：05．01� 31．7
59 レ ヴ ォ リ オ 牡2鹿 55

54 ☆菊沢 一樹 
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 470 ―2：05．1クビ 23．8�

23 イ ポ ラ ニ 牝2鹿 54
51 ▲秋山 稔樹国田 正忠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 486 ― 〃 クビ 47．2�

714 ト レ ヴ ィ ス 牡2鹿 55
53 ◇藤田菜七子安齋 廣行氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 410 ―2：05．31 24．2�

612 ティルピッツ 牡2栗 55
52 ▲山田 敬士ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 512 ― 〃 アタマ 123．0�

12 セラスチューム 牝2栗 54 �島 克駿ライオンレースホース
 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 456 ―2：05．4� 13．2�
24 ラヴォラーレ 牡2鹿 55

54 ☆菅原 明良 
ローレルレーシング 武市 康男 浦河 津島 優治 494 ― 〃 クビ 16．6�
713 ボ ラ ヘ 牝2芦 54 岩部 純二�ミルファーム 新開 幸一 浦河 ミルファーム 430 ―2：05．71� 73．9�
47 グラスシャイニング 牡2黒鹿55 勝浦 正樹半沢� 田中 清隆 新ひだか 松田牧場 492 ―2：05．91 75．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，347，500円 複勝： 29，968，000円 枠連： 9，518，100円
馬連： 31，987，200円 馬単： 16，965，600円 ワイド： 33，394，000円
3連複： 56，013，600円 3連単： 53，352，900円 計： 257，546，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 140円 � 390円 枠 連（1－3） 510円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，300円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 11，490円

票 数

単勝票数 計 263475 的中 � 62705（2番人気）
複勝票数 計 299680 的中 � 55737（2番人気）� 65552（1番人気）� 14045（7番人気）
枠連票数 計 95181 的中 （1－3） 14211（1番人気）
馬連票数 計 319872 的中 �� 42014（1番人気）
馬単票数 計 169656 的中 �� 9729（2番人気）
ワイド票数 計 333940 的中 �� 29935（1番人気）�� 6128（14番人気）�� 7692（8番人気）
3連複票数 計 560136 的中 ��� 12807（4番人気）
3連単票数 計 533529 的中 ��� 3366（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―35．4―48．9―1：02．8―1：16．4―1：28．6―1：40．6―1：52．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンクライマー �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 New Approach 初出走

2018．4．7生 牡2芦 母 シ ゲ ラ 母母 Zina La Belle 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 マジックビーム号の騎手木幡初也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・16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 ウエストサイド号

3001811月1日 晴 良 （2福島3） 第2日 第6競走 ��
��2，400�3歳以上1勝クラス

発走12時30分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳54�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

44 テイストオブハニー 牝3鹿 52 菱田 裕二�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ
ファーム 544± 02：35．3 56．8�

55 タニノシェクハンド 牡4栗 57 西村 淳也谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 484－122：35．51 20．0�
811	 アンセッドヴァウ 牡3栗 54 �島 克駿加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mike G.

Rutherford 466－ 42：35．71
 4．6�
56 ヤマノマタカ 牡3鹿 54

53 ☆斎藤 新澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 B462± 0 〃 クビ 5．4�
33 サンロックランド 牡3鹿 54 横山 和生 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 508＋ 42：35．8クビ 2．4�
22 ジェイケイエース 牡4鹿 57

54 ▲山田 敬士小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 526－ 62：36．22
 22．4	
67 � 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 492＋ 42：36．62
 39．3

710 クリノクーニング 牡5鹿 57

54 ▲秋山 稔樹栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 468＋ 62：37．45 7．2�
68 � ヴィーヴルサヴィ �5鹿 57

56 ☆菅原 明良ライオンレースホース� 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 498－ 42：37．5
 10．7�
812� ネルソンタッチ 牡4芦 57 川又 賢治谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B486± 02：37．71 37．7
11 ゴールデンフィジー 牝5鹿 55 丹内 祐次吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 62：38．23 40．9�
79 � ラレーヌデュバル 牝3鹿 52

50 ◇藤田菜七子前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476＋142：39．15 35．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，642，000円 複勝： 35，467，200円 枠連： 6，965，000円
馬連： 35，347，100円 馬単： 15，731，200円 ワイド： 36，266，500円
3連複： 53，988，200円 3連単： 61，693，000円 計： 272，100，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，680円 複 勝 � 1，310円 � 440円 � 210円 枠 連（4－5） 9，600円

馬 連 �� 32，300円 馬 単 �� 70，220円

ワ イ ド �� 7，780円 �� 3，760円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 40，370円 3 連 単 ��� 395，810円

票 数

単勝票数 計 266420 的中 � 3750（12番人気）
複勝票数 計 354672 的中 � 5966（12番人気）� 19998（7番人気）� 52640（3番人気）
枠連票数 計 69650 的中 （4－5） 562（22番人気）
馬連票数 計 353471 的中 �� 848（54番人気）
馬単票数 計 157312 的中 �� 168（112番人気）
ワイド票数 計 362665 的中 �� 1173（54番人気）�� 2455（36番人気）�� 8964（13番人気）
3連複票数 計 539882 的中 ��� 1003（104番人気）
3連単票数 計 616930 的中 ��� 113（781番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―12．9―13．3―12．5―12．5―13．9―13．7―12．4―12．8―12．9―13．3

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―25．1―38．0―51．3―1：03．8―1：16．3―1：30．2―1：43．9―1：56．3―2：09．1―2：22．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイストオブハニー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．8．31 札幌2着

2017．1．4生 牝3鹿 母 スウィートアンドフローレス 母母 Sweet and Ready 10戦2勝 賞金 18，100，000円
〔発走状況〕 アンセッドヴァウ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アンセッドヴァウ号は，令和2年11月2日から令和2年11月23日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。



3001911月1日 晴 良 （2福島3） 第2日 第7競走 ��1，150�3歳以上1勝クラス
発走13時00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
1：06．1
1：06．1

不良
不良

44 メイショウナパワン 牡3黒鹿55 横山 和生松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 490＋161：08．8 5．8�
810 ア ス カ リ �4栗 57

55 ◇藤田菜七子吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B502＋ 41：08．9� 6．7�
55 ピュアプリンセス 牝3栗 53

52 ☆菅原 明良田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 480＋141：09．11 7．5�
22 � クリノクノイチ 牝5黒鹿55 川又 賢治栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 460± 0 〃 クビ 11．9�
11 イチバンヤリ 牡4黒鹿57 西村 淳也岡 浩二氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 514＋141：09．2� 13．8�
78 ロ マ ネ ス ク 牝3青鹿53 	島 克駿�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430－ 61：09．41 2．5	
811 ナ ム ラ ブ ル 牡4鹿 57

54 ▲秋山 稔樹奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 482± 0 〃 アタマ 8．8

79 アテンフェアリー 牝4黒鹿55 岩部 純二齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 470± 01：09．5クビ 15．1�
66 � アテンコール 牡5鹿 57

56 ☆菊沢 一樹齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 462－ 21：09．81
 95．2�
67 カクカクシカジーカ 牝5芦 55 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 438＋ 2 〃 アタマ 249．1
33 � シークザトゥルース 牝4栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B478－ 61：11．18 19．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 30，733，300円 複勝： 37，813，500円 枠連： 7，702，800円
馬連： 39，651，300円 馬単： 20，846，000円 ワイド： 37，804，400円
3連複： 57，157，900円 3連単： 76，906，100円 計： 308，615，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 250円 � 230円 � 200円 枠 連（4－8） 1，180円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，050円 �� 730円

3 連 複 ��� 5，600円 3 連 単 ��� 32，110円

票 数

単勝票数 計 307333 的中 � 41784（2番人気）
複勝票数 計 378135 的中 � 36700（5番人気）� 42199（3番人気）� 52206（2番人気）
枠連票数 計 77028 的中 （4－8） 5050（5番人気）
馬連票数 計 396513 的中 �� 13093（9番人気）
馬単票数 計 208460 的中 �� 3687（12番人気）
ワイド票数 計 378044 的中 �� 11254（9番人気）�� 9054（14番人気）�� 13537（7番人気）
3連複票数 計 571579 的中 ��� 7650（25番人気）
3連単票数 計 769061 的中 ��� 1736（110番人気）

ハロンタイム 9．5―10．6―11．1―12．3―12．5―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．1―31．2―43．5―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．6
3 ・（3，10）8（1，5，11）（4，7）9－（2，6） 4 ・（3，10）8，1（4，5，11）（9，7）（2，6）

勝馬の
紹 介

メイショウナパワン �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2019．6．23 函館3着

2017．3．21生 牡3黒鹿 母 カクテルローズ 母母 ドラマチックローズ 6戦2勝 賞金 14，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。

3002011月1日 曇 良 （2福島3） 第2日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時30分 （芝・右）（500万円以下）

若手騎手；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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

814 ビオグラフィー 牝3鹿 53
52 ☆富田 暁 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B468－121：08．6 19．7�

22 イ ザ ラ 牝3鹿 53
52 ☆斎藤 新栗坂 崇氏 加藤 征弘 新ひだか タガミファーム 442－ 41：08．7� 5．7�

23 シシリエンヌ 牝4青鹿55 �島 克駿手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 B498＋ 21：08．91� 17．9�
11 セイウンミツコ 牝5黒鹿55 木幡 初也西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 460± 0 〃 クビ 10．6�
58 ディヴィナシオン 牡3黒鹿55 西村 淳也一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 426－ 61：09．0� 10．6�
713 ファクトゥーラ 牝4黒鹿55 川又 賢治 �キャロットファーム 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B462＋101：09．1� 12．4	
47 ロ ナ 牝4黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子桑畑 
信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B456＋ 2 〃 クビ 7．8�
610 シュルルヴァン 牝3青鹿 53

52 ☆菅原 明良街風 
雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 456－ 4 〃 ハナ 4．8�
46 レインボービーム 牡3黒鹿 55

52 ▲小林 凌大北原光一郎氏 加藤 和宏 新ひだか カタオカステーブル 476＋ 21：09．2� 31．4
815 ピュリフィアン 牝3鹿 53

50 ▲秋山 稔樹野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 408± 0 〃 ハナ 9．4�
34 サクセスハーモニー 牝3栗 53

50 ▲小林 脩斗髙嶋 哲氏 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 438－141：09．3クビ 25．5�
59 シゲルチキュウ 牡3栗 55

54 ☆菊沢 一樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 矢野牧場 472－ 61：09．4� 27．1�
712 シャンデフレーズ 牝4鹿 55 荻野 極 �キャロットファーム 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 428－121：09．5� 16．5�
611 ゴールデンヘイロー 牡4栗 57

54 ▲山田 敬士�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム 472＋ 21：09．81� 143．6�
35 ナタラディーヴァ 牝4黒鹿55 井上 敏樹加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 448＋101：10．12 11．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，063，700円 複勝： 42，598，300円 枠連： 9，741，400円
馬連： 49，994，800円 馬単： 19，714，500円 ワイド： 50，814，600円
3連複： 88，687，500円 3連単： 84，917，300円 計： 373，532，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 840円 � 240円 � 350円 枠 連（2－8） 1，640円

馬 連 �� 8，160円 馬 単 �� 14，480円

ワ イ ド �� 2，930円 �� 6，210円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 43，870円 3 連 単 ��� 220，660円

票 数

単勝票数 計 270637 的中 � 10935（11番人気）
複勝票数 計 425983 的中 � 11527（14番人気）� 54368（2番人気）� 31546（6番人気）
枠連票数 計 97414 的中 （2－8） 4576（5番人気）
馬連票数 計 499948 的中 �� 4743（44番人気）
馬単票数 計 197145 的中 �� 1021（71番人気）
ワイド票数 計 508146 的中 �� 4466（48番人気）�� 2082（81番人気）�� 6769（29番人気）
3連複票数 計 886875 的中 ��� 1516（201番人気）
3連単票数 計 849173 的中 ��� 279（1002番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．1―11．4―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．7―45．1―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 ・（4，11）14（1，7）（2，5，13）（6，9，15）（3，8，10）12 4 ・（4，11，14）（1，7）（2，5，13）6（3，9）（8，15，10）－12

勝馬の
紹 介

ビオグラフィー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．7．14 中京12着

2017．4．9生 牝3鹿 母 チアズメッセージ 母母 チアズダンサー 8戦2勝 賞金 12，600，000円



3002111月1日 曇 良 （2福島3） 第2日 第9競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走14時05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 7，600，000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
1：57．3
1：56．1

良
良

816 マスターワーク 牝3鹿 53 丸山 元気 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 488－ 42：00．8 3．4�
12 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＋ 42：00．9� 4．0�
713� アルスラーン 牡5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－ 82：01．0� 14．1�
714� サトノコメット 牝5黒鹿55 菱田 裕二 �サトミホースカンパニー 奥村 武 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 クビ 34．6�
23 マイネルエキサイト 牡4青鹿 57

54 ▲山田 敬士 �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 486－ 82：01．1クビ 6．7	

36 ケ ル ベ ロ ス 牡7黒鹿 57
56 ☆菊沢 一樹�ORTEGA 大江原 哲 新冠 松浦牧場 436－ 82：01．31	 48．0


11 � ラブインブルーム 牝4青鹿 55
52 ▲小林 脩斗�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 434± 0 〃 クビ 23．0�
510 ヤマカツパトリシア 牝3青 53

52 ☆斎藤 新山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 438－ 22：01．51 22．3�
35 ナンヨーマーズ 牡6鹿 57

56 ☆菅原 明良中村 德也氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 B452－10 〃 アタマ 13．1
611 シャイニーピース 牡6鹿 57 荻野 極小林 昌志氏 田中 剛 平取 雅 牧場 504－ 42：01．71	 46．4�
815 コスモギンガ 牝3芦 53 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 日高 出口牧場 438－182：01．91	 16．8�
612 リヴァージュ 牝3鹿 53 横山 和生島川 �哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 クビ 26．6�
24 エールブラーヴ 牡3黒鹿55 
島 克駿佐伯由加理氏 橋口 慎介 新冠 中本 隆志 456－ 22：02．0� 16．6�
47 � 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 440－ 6 〃 ハナ 236．6�
48 タガノグランサム 牡3栗 55 西村 淳也八木 良司氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B482－ 22：02．21	 10．3�
59 � ハーバーコメット 牝4芦 55 岩部 純二成富 直行氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 474＋ 22：03．26 249．2�
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売 得 金
単勝： 29，165，900円 複勝： 49，636，400円 枠連： 15，602，600円
馬連： 60，854，500円 馬単： 24，973，800円 ワイド： 59，893，200円
3連複： 112，515，300円 3連単： 110，468，000円 計： 463，109，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 170円 � 280円 枠 連（1－8） 610円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，020円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 12，090円

票 数

単勝票数 計 291659 的中 � 67740（1番人気）
複勝票数 計 496364 的中 � 101900（1番人気）� 78083（2番人気）� 35756（6番人気）
枠連票数 計 156026 的中 （1－8） 19720（1番人気）
馬連票数 計 608545 的中 �� 51150（1番人気）
馬単票数 計 249738 的中 �� 13157（1番人気）
ワイド票数 計 598932 的中 �� 40726（1番人気）�� 14412（10番人気）�� 12451（12番人気）
3連複票数 計1125153 的中 ��� 21749（4番人気）
3連単票数 計1104680 的中 ��� 6622（7番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．7―12．9―12．9―12．2―12．0―11．7―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．3―35．0―47．9―1：00．8―1：13．0―1：25．0―1：36．7―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マスターワーク �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2019．8．4 新潟7着

2017．4．1生 牝3鹿 母 イグジビットワン 母母 Tsar’s Pride 9戦2勝 賞金 22，410，000円
〔制裁〕 ヤマカツパトリシア号の騎手斎藤新は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：12番・

1番）
ウインアルカンナ号の騎手秋山稔樹は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

3002211月1日 曇 良 （2福島3） 第2日 第10競走 ��2，600�
ば ん だ い さ ん

磐 梯 山 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54�4歳以上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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．1

良
良

79 タイセイシリウス 牡3鹿 54 西村 淳也田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 482－ 22：41．1 2．6�
66 レッドレイル �4黒鹿57 森 裕太朗 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 438＋ 22：41．2� 8．6�
810 マイネルコロンブス 牡3鹿 54 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 462＋ 2 〃 クビ 9．1�
811 デルマラッキーガイ 牡3黒鹿54 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 466＋ 22：41．3クビ 16．6�
22 ノーウィック 牡3鹿 54 勝浦 正樹�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B464＋ 4 〃 クビ 23．9	
44 シゲルシイタケ 牡5鹿 57 黛 弘人森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 466－ 22：41．4� 61．0

11 ナ ミ ブ �4鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 452± 02：41．61	 13．0�
78 ロードフェローズ 牡3黒鹿54 斎藤 新 �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 462－102：41．7クビ 7．6�
33 ウインベイランダー 牡3芦 54 菱田 裕二�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 480－ 22：41．91	 5．6
67 エイトマイル 牡4芦 57 富田 暁 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 492＋ 62：42．75 6．9�
55 ドルフィンマーク �7黒鹿57 荻野 極大塚 亮一氏 柄崎 孝 浦河 杵臼牧場 B512＋182：42．8クビ 176．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，237，400円 複勝： 41，251，000円 枠連： 12，068，500円
馬連： 61，894，400円 馬単： 28，874，600円 ワイド： 48，647，000円
3連複： 102，721，600円 3連単： 131，808，500円 計： 462，503，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 200円 � 200円 枠 連（6－7） 480円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 400円 �� 390円 �� 920円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 6，380円

票 数

単勝票数 計 352374 的中 � 104921（1番人気）
複勝票数 計 412510 的中 � 106760（1番人気）� 46417（4番人気）� 47123（3番人気）
枠連票数 計 120685 的中 （6－7） 19223（1番人気）
馬連票数 計 618944 的中 �� 48165（4番人気）
馬単票数 計 288746 的中 �� 14964（4番人気）
ワイド票数 計 486470 的中 �� 32210（3番人気）�� 33393（2番人気）�� 12476（14番人気）
3連複票数 計1027216 的中 ��� 37173（5番人気）
3連単票数 計1318085 的中 ��� 14976（9番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―12．4―12．3―12．7―13．0―13．1―12．6―11．7―11．5―12．1―11．8―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� 2，400�
13．2―25．0―37．4―49．7―1：02．4―1：15．4―1：28．5―1：41．1―1：52．8―2：04．3―2：16．4―2：28．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイセイシリウス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．1．6 京都5着

2017．5．3生 牡3鹿 母 スマッシュハート 母母 ビーナスライン 8戦2勝 賞金 21，914，000円



3002311月1日 曇 良 （2福島3） 第2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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

22 オーヴェルニュ 牡4鹿 56 丸山 元気杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 462－ 61：44．5 5．1�
68 スマートセラヴィー 牡4栗 56 菱田 裕二大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 498－ 21：44．71 10．8�
710 ソリストサンダー 牡5黒鹿56 	島 良太村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 480－ 41：45．01
 4．4�
11 ハイランドピーク 牡6青鹿58 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 460± 01：45．42� 4．4�
55 デザートスネーク �6鹿 56 菅原 明良石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 482－ 21：45．5
 16．2�
56 サンデーウィザード 牡8鹿 58 荻野 琢真巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 460－ 8 〃 クビ 17．0	
33 エムオーグリッタ 牡6鹿 56 勝浦 正樹大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 橋本牧場 B498－ 2 〃 アタマ 10．9

67 サ ン グ ラ ス 牡9青鹿57 	島 克駿玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B502－ 61：45．6� 51．7�
44 ダイシンインディー 牡4栗 56 丹内 祐次大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 544－ 61：46．13 27．9�
812 ブランクエンド 牡4鹿 56 西村 淳也諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 480－ 41：46．63 4．4
811 プレスティージオ 牡7栗 56 富田 暁奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 482－ 41：46．7� 51．3�
79 カフェリュウジン 牡10鹿 56 斎藤 新西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 530－121：48．18 294．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 53，368，200円 複勝： 71，983，000円 枠連： 27，805，900円
馬連： 172，921，400円 馬単： 64，234，300円 ワイド： 104，095，600円
3連複： 280，100，400円 3連単： 340，321，500円 計： 1，114，830，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 340円 � 160円 枠 連（2－6） 2，540円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 4，130円

ワ イ ド �� 980円 �� 450円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 17，500円

票 数

単勝票数 計 533682 的中 � 82379（4番人気）
複勝票数 計 719830 的中 � 100289（4番人気）� 44868（6番人気）� 134884（1番人気）
枠連票数 計 278059 的中 （2－6） 8463（17番人気）
馬連票数 計1729214 的中 �� 48440（13番人気）
馬単票数 計 642343 的中 �� 11644（17番人気）
ワイド票数 計1040956 的中 �� 26167（13番人気）�� 62341（4番人気）�� 29417（10番人気）
3連複票数 計2801004 的中 ��� 62317（10番人気）
3連単票数 計3403215 的中 ��� 14091（59番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―11．6―12．4―12．4―12．0―12．4―12．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．0―42．4―54．8―1：06．8―1：19．2―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オーヴェルニュ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．9．17 阪神6着

2016．5．8生 牡4鹿 母 ギュイエンヌ 母母 スギノトヨヒメ 17戦5勝 賞金 85，758，000円

3002411月1日 曇 良 （2福島3） 第2日 第12競走 ��
��1，200�

ご し き ぬ ま

五 色 沼 特 別
発走16時00分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．10．26以降2．10．25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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

36 センショウユウト 牡5鹿 54 富田 暁川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 B484＋ 21：08．7 111．7�
611 タマモティータイム 牝3鹿 52 �島 良太タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B462－ 2 〃 ハナ 3．7�
12 チェアリングソング 牡3栗 55 黛 弘人 �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 466＋12 〃 アタマ 15．4�
714 グリンデルヴァルト 牝3鹿 52 丸山 元気藤田 好紀氏 坂口 智康 新ひだか 前田ファーム 460＋ 41：08．8� 8．6�
612 バカラクイーン 牝4栗 52 藤田菜七子�三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 480± 01：08．9クビ 7．7	
59 シャインサンデー 牝6栗 53 菱田 裕二森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 422＋ 21：09．11	 7．1

11 コスモアンジュ 牝3鹿 53 丹内 祐次岡田 繁幸氏 武藤 善則 新冠 安達 洋生 474± 01：09．2
 5．2�
24 ベッラヴォルタ 牝3栗 52 菊沢 一樹ディアレストクラブ� 加用 正 新ひだか 前田ファーム 480－101：09．3
 16．2�
48 グランドピルエット 牝5鹿 53 横山 和生 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 490－10 〃 クビ 13．8
47 デンタルバルーン 牝3青鹿51 川又 賢治三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 カナイシスタッド 458± 0 〃 クビ 13．5�
816� パリテソーロ 牝4黒鹿52 菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 加藤 和宏 米
A. Bayle, C.
Bigheart, S.
Gross et al

430± 01：09．4クビ 81．8�
510 シトラスノキセキ 牝4鹿 52 水口 優也加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B430－12 〃 ハナ 37．4�
35 リ ゲ イ ン 牝4鹿 52 山田 敬士 �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 452± 01：09．61
 99．1�
815 ク ラ シ コ 牡8鹿 55 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B512± 0 〃 クビ 23．2�
23 � ドリームジャンボ 牝5鹿 52 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ヒカル牧場 486＋ 21：09．7クビ 52．3�
713 マーマレードガール 牝4黒鹿52 森 裕太朗 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 日高 滝本 健二 466－101：10．02 69．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，251，800円 複勝： 89，870，100円 枠連： 33，967，400円
馬連： 127，922，200円 馬単： 49，955，300円 ワイド： 110，543，000円
3連複： 232，088，600円 3連単： 240，240，200円 計： 946，838，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，170円 複 勝 � 1，760円 � 200円 � 400円 枠 連（3－6） 6，680円

馬 連 �� 26，900円 馬 単 �� 84，380円

ワ イ ド �� 9，510円 �� 13，600円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 92，190円 3 連 単 ��� 1，109，380円

票 数

単勝票数 計 622518 的中 � 4458（16番人気）
複勝票数 計 898701 的中 � 10874（15番人気）� 142469（2番人気）� 57178（6番人気）
枠連票数 計 339674 的中 （3－6） 3940（23番人気）
馬連票数 計1279222 的中 �� 3685（69番人気）
馬単票数 計 499553 的中 �� 444（174番人気）
ワイド票数 計1105430 的中 �� 2957（79番人気）�� 2063（98番人気）�� 19923（14番人気）
3連複票数 計2320886 的中 ��� 1888（238番人気）
3連単票数 計2402402 的中 ��� 157（2142番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．1―11．5―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．8―45．3―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 ・（11，10）13（1，3，16）（2，12）5（6，14）（9，8，15）（4，7） 4 11（1，10，13）（2，3，16）12（6，5，14）（9，15）（4，7，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

センショウユウト �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2017．10．15 京都10着

2015．5．12生 牡5鹿 母 ストームツイスター 母母 テンザンストーム 19戦3勝 賞金 40，936，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アスタービーナス号・イキオイ号・ジュニパーベリー号・ツヅク号・ブラックダンサー号・マリノディアナ号

３レース目



（2福島3）第2日 11月1日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163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

212，210，000円
4，320，000円
24，360，000円
1，300，000円
24，640，000円
68，883，500円
5，013，500円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
399，539，000円
530，359，900円
153，909，800円
726，051，000円
313，263，000円
617，327，100円
1，219，452，800円
1，371，308，100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 5，331，210，700円

総入場人員 1，036名 （有料入場人員 863名）
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