
3200111月6日 晴 良 （3福島2） 第1日 第1競走 1，150�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

11 トモノボーイ 牡2栗 55 菅原 明良共田 義夫氏 浜田多実雄 新ひだか 北洋牧場 496＋ 41：10．0 10．3�
611 アスターヘキサゴン 牡2栗 55

52 ▲角田 大和加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 天羽牧場 476－ 6 〃 クビ 1．7�
12 マーブルケイケー 牝2青鹿54 吉田 隼人下村 直氏 茶木 太樹 新ひだか 三石川上牧場 482＋ 61：10．21 9．1�
714 グ レ タ 牝2芦 54

53 ☆秋山 稔樹上野 直樹氏 清水 英克 浦河 ヒダカフアーム 454－ 21：10．41 53．5�
816 テリオスリノ 牝2黒鹿 54

51 ▲松本 大輝鈴木美江子氏 松下 武士 森 笹川大晃牧場 434－ 21：10．61� 14．7�
35 ウ ル オ イ 牝2黒鹿54 丹内 祐次�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 428＋ 2 〃 クビ 118．3	
24 サラフィエル 牡2栗 55 菊沢 一樹木部 厳生氏 鈴木慎太郎 日高 木部ファーム 434＋ 41：10．7� 79．9

36 グラスサーシャ 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗半沢� 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 440＋ 81：10．8クビ 51．2�
815 シゲルカンガルー 牡2鹿 55

52 ▲小林 凌大森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 三好牧場 470－ 61：11．12 21．8�
48 デエスデュヴァン 牝2栗 54 �島 克駿 スリーエイチレーシング 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 430＋121：11．2� 41．8�
23 ダ グ ザ 牡2鹿 55 斎藤 新 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：11．41� 6．5�
713 グットウインド 牡2鹿 55 黛 弘人八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 438－22 〃 クビ 175．1�
59 パ ン ケ ー キ 牝2青 54

53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 坂元 芳春 424＋101：11．61� 84．2�
47 ヘ ン ボ ッ ケ 牝2鹿 54 菅原 隆一�ミルファーム 田中 清隆 浦河 栄進牧場 412＋ 41：11．91� 442．1�
510 ボンボレーロ 牡2黒鹿 55

51 ★永島まなみ大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社
大原ファーム 408± 01：12．0クビ 121．1�

612 セ レ ブ 牝2栗 54 木幡 巧也菅藤 宗一氏 杉浦 宏昭 平取 清水牧場 462± 0 〃 ハナ 47．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，270，900円 複勝： 41，853，800円 枠連： 8，849，600円
馬連： 37，295，100円 馬単： 21，620，600円 ワイド： 37，057，900円
3連複： 63，792，600円 3連単： 68，503，400円 計： 305，243，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 210円 � 110円 � 160円 枠 連（1－6） 330円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 310円 �� 790円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 12，200円

票 数

単勝票数 計 262709 的中 � 21600（4番人気）
複勝票数 計 418538 的中 � 27716（4番人気）� 207657（1番人気）� 43144（3番人気）
枠連票数 計 88496 的中 （1－6） 20687（1番人気）
馬連票数 計 372951 的中 �� 43201（3番人気）
馬単票数 計 216206 的中 �� 8091（7番人気）
ワイド票数 計 370579 的中 �� 32617（2番人気）�� 10654（8番人気）�� 29962（4番人気）
3連複票数 計 637926 的中 ��� 28120（5番人気）
3連単票数 計 685034 的中 ��� 4070（30番人気）

ハロンタイム 9．7―10．7―11．2―12．2―12．7―13．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．4―31．6―43．8―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トモノボーイ �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．7．18 福島6着

2019．3．1生 牡2栗 母 トモノメジェール 母母 フィエラメンテ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 トモノボーイ号の騎手菅原明良は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・10番）

3200211月6日 晴 良 （3福島2） 第1日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時20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

23 スマイルアップ 牝2芦 54 丹内 祐次馬目 卓氏 萱野 浩二 浦河 辻 牧場 432＋121：09．3 19．3�
713 メ ル ヴ ィ ル 牝2鹿 54 西村 淳也 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B438＋141：09．4� 3．9�
11 イ グ ザ ル ト 牡2黒鹿55 菅原 明良青山 洋一氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 488＋ 2 〃 ハナ 4．6�
47 コスモサルム 牡2栗 55

52 ▲小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 21：09．5� 32．8�
714 コズミックフロスト 牝2鹿 54 木幡 巧也ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 21：09．6� 7．1�
24 プレヴォール 牡2栗 55 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 460± 0 〃 クビ 5．4	
36 ハッピーノリクン 牡2栗 55 菊沢 一樹足立 範子氏 鈴木 伸尋 新ひだか タイヘイ牧場 B430＋141：09．7� 212．6

59 ダイメイミライ 牡2鹿 55 黛 弘人宮本 孝一氏 中野 栄治 新ひだか 本桐牧場 468＋ 6 〃 ハナ 18．7�
12 カスターニャルーナ 牝2栗 54

53 ☆富田 暁吉田 安惠氏 武 英智 安平 追分ファーム 456± 01：10．12� 32．6�
816 ファーンヒル 牡2黒鹿55 横山 和生 カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 458＋ 81：10．2� 6．8�
611 フェリシタシオネス 牝2栗 54 吉田 隼人ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 21：10．3� 57．5�
35 ダイヴトゥブルー 牡2栗 55

54 ☆亀田 温心�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 476＋ 81：10．83 32．0�

510 ラムリケティ 牝2栗 54
51 ▲角田 大和ムーティエR 牧田 和弥 様似 富田 恭司 368± 01：10．9� 192．6�

815 アロマフォルテ 牝2鹿 54
53 ☆秋山 稔樹清川 信弘氏 浅野洋一郎 新ひだか 田中 啓雅 452＋10 〃 ハナ 337．7�

612 ウインオワーズ 牡2鹿 55 武藤 雅ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 21：11．64 77．1�
48 フォーネリー 牝2栗 54 中井 裕二ディアレスト 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 392＋161：13．5大差 295．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，175，600円 複勝： 38，401，800円 枠連： 7，928，400円
馬連： 38，817，900円 馬単： 17，997，200円 ワイド： 38，599，200円
3連複： 61，753，700円 3連単： 60，722，800円 計： 292，396，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 410円 � 170円 � 180円 枠 連（2－7） 530円

馬 連 �� 4，430円 馬 単 �� 10，210円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 1，240円 �� 650円

3 連 複 ��� 5，980円 3 連 単 ��� 57，540円

票 数

単勝票数 計 281756 的中 � 12343（7番人気）
複勝票数 計 384018 的中 � 19078（7番人気）� 64938（2番人気）� 60758（3番人気）
枠連票数 計 79284 的中 （2－7） 11518（1番人気）
馬連票数 計 388179 的中 �� 6790（15番人気）
馬単票数 計 179972 的中 �� 1322（40番人気）
ワイド票数 計 385992 的中 �� 6673（15番人気）�� 7880（12番人気）�� 16034（8番人気）
3連複票数 計 617537 的中 ��� 7735（13番人気）
3連単票数 計 607228 的中 ��� 765（211番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―11．5―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．9―45．4―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマイルアップ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．6．12 札幌5着

2019．3．29生 牝2芦 母 アドマイヤオンリー 母母 トウカイステラ 4戦1勝 賞金 6，570，000円
〔制裁〕 メルヴィル号の騎手西村淳也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・9番・11番）

イグザルト号の騎手菅原明良は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番・8番・12番）
メルヴィル号の騎手西村淳也は，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30，000円。（被害馬：4番・6番）

〔その他〕 フォーネリー号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 カガファクター号・サバイバルアート号

第２回 福島競馬 第１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



3200311月6日 晴 良 （3福島2） 第1日 第3競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走10時50分 （ダート・右）

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

814 ペイシャオウユー 牝3栗 53
52 ☆富田 暁北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか グランド牧場 458－ 81：46．2 9．3�

34 リアンクール 牝3鹿 53 横山 和生村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476－ 81：46．3クビ 1．9�
815 ラグラスドシエル 牝3黒鹿53 �島 克駿 KAJIMOTOホー

ルディングス� 浅見 秀一 新ひだか 小河 豊水 436± 01：46．4� 10．6�
22 アンジェリーブル 牝5栗 55 丹内 祐次伊藤 佳幸氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B464－ 81：47．25 31．8�
713 ラブエスポー 牝4鹿 55

52 ▲原 優介増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 462－101：47．41� 181．3�
46 ダイヤレイジング 牝5栗 55 西村 淳也三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 460－18 〃 クビ 14．9	
47 ハクサンライラック 牝5栗 55 勝浦 正樹河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 498－ 21：48．25 43．3

59 メイショウクシナダ 牝3黒鹿 53

52 ☆亀田 温心松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 526＋281：48．51� 9．7�
611 レープハフト 牝3鹿 53 菅原 明良山本 剛士氏 宮田 敬介 新冠 新冠橋本牧場 462± 01：48．6� 15．8�
11 トップザビル 牝3栗 53 吉田 隼人吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 438＋101：49．34 18．4
610 ルージュブラン 牝3芦 53

52 ☆秋山 稔樹 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 456－ 41：49．4� 50．5�
58 � アポロリリー 牝4黒鹿 55

52 ▲小林 凌大アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 422± 01：49．51 10．5�

712 ララシャルロット 牝3栗 53 中井 裕二フジイ興産� 坂口 智康 新冠 佐藤牧場 480＋ 81：49．6クビ 18．5�
（法942）

23 キタサンマーベラス 牝3栗 53
50 ▲松本 大輝�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 476＋ 81：49．81� 70．1�

35 アレナマエストロ 牝3栗 53
50 ▲小林 脩斗吉田 勝己氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：51．28 151．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，884，100円 複勝： 42，152，100円 枠連： 8，374，100円
馬連： 36，545，900円 馬単： 18，903，500円 ワイド： 41，428，100円
3連複： 64，870，600円 3連単： 68，412，000円 計： 310，570，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 200円 � 110円 � 250円 枠 連（3－8） 480円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，270円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 17，060円

票 数

単勝票数 計 298841 的中 � 25684（2番人気）
複勝票数 計 421521 的中 � 43919（2番人気）� 145490（1番人気）� 30346（5番人気）
枠連票数 計 83741 的中 （3－8） 13513（2番人気）
馬連票数 計 365459 的中 �� 28720（1番人気）
馬単票数 計 189035 的中 �� 4985（11番人気）
ワイド票数 計 414281 的中 �� 29714（2番人気）�� 7662（12番人気）�� 21488（4番人気）
3連複票数 計 648706 的中 ��� 20580（2番人気）
3連単票数 計 684120 的中 ��� 2907（34番人気）

ハロンタイム 7．2―10．8―11．6―12．4―12．9―12．5―12．8―13．2―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．0―29．6―42．0―54．9―1：07．4―1：20．2―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ペイシャオウユー �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 Consolidator デビュー 2020．10．18 新潟5着

2018．5．6生 牝3栗 母 リアルアーネスト 母母 Primo Lady 13戦2勝 賞金 18，640，000円
〔発走状況〕 アレナマエストロ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 メイショウクシナダ号の騎手亀田温心は，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：2番）

3200411月6日 晴 良 （3福島2） 第1日 第4競走 ��2，750�障害3歳以上未勝利
発走11時20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

22 タイキフロリゼル 牡3芦 58 北沢 伸也�大樹ファーム 橋田 満 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 464－123：00．1 5．3�

33 ビップデヴィット 牡6栗 60 五十嵐雄祐鈴木 邦英氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 482－ 83：00．42 1．9�
812� ブルーエクセレンス 牡5青鹿60 草野 太郎ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 83：00．92� 6．3�
79 ニホンピロマドン 牡6鹿 60 中村 将之小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 520－ 43：03．1大差 13．3�
44 クリノブレーヴ 牡4鹿 60 熊沢 重文栗本 博晴氏 長谷川浩大 青森 イズモリファーム 474＋263：03．41� 9．0�
56 ニシノオクタゴン 牡6青鹿60 江田 勇亮西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 488＋ 8 〃 アタマ 17．5	
68 テンチシンメイ 牡4鹿 60 石神 深一岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 504－10 〃 クビ 12．0

11 ダ ウ ラ ギ リ 牡4芦 60 蓑島 靖典 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 500－103：04．67 150．3�
55 � ビッグスコール 牡5鹿 60 上野 翔木村 廣太氏 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 542－123：05．13 31．8�
710� ターキッシュバン 牝6鹿 58 大江原 圭奈良﨑孝一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 折手牧場 456＋103：07．8大差 104．6
67 スプリングムーン 牝3鹿 56 伴 啓太鈴木 芳夫氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 432－ 43：09．18 65．6�
811 グラスフレイバー 牡4黒鹿60 鈴木 慶太尾田 信夫氏 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 466－16 〃 ハナ 180．3�
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売 得 金
単勝： 16，430，800円 複勝： 16，399，800円 枠連： 4，713，700円
馬連： 20，652，400円 馬単： 13，241，300円 ワイド： 17，846，900円
3連複： 38，276，000円 3連単： 50，795，000円 計： 178，355，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 110円 � 150円 枠 連（2－3） 660円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 290円 �� 740円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 9，420円

票 数

単勝票数 計 164308 的中 � 24472（2番人気）
複勝票数 計 163998 的中 � 21232（3番人気）� 57220（1番人気）� 21816（2番人気）
枠連票数 計 47137 的中 （2－3） 5487（1番人気）
馬連票数 計 206524 的中 �� 24856（1番人気）
馬単票数 計 132413 的中 �� 6661（5番人気）
ワイド票数 計 178469 的中 �� 16596（2番人気）�� 5413（8番人気）�� 16844（1番人気）
3連複票数 計 382760 的中 ��� 20737（2番人気）
3連単票数 計 507950 的中 ��� 3909（25番人気）
上り 1マイル 1：45．0 4F 51．8－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイキフロリゼル �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．10．31 京都4着

2018．2．24生 牡3芦 母 フロレンティナ 母母 ナイキフェイバー 障害：3戦1勝 賞金 7，900，000円

追 加 記 事（第 5回新潟競馬第 8日第 12 競走）
〔その他〕　　プリモダヴィンチ号は，競走中に疾病〔左第 1指骨剥離骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



3200511月6日 晴 良 （3福島2） 第1日 第5競走 ��3，350�障害3歳以上オープン
発走12時10分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：39．0良

11 ポルトラーノ �5鹿 60 草野 太郎 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 496± 03：41．1 8．9�
22 � ホシルミエール �8鹿 60 白浜 雄造永井 孝明氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 468± 03：41．63 16．7�
44 マイネルヴァッサー 牡8鹿 61 小野寺祐太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 430± 03：42．24 3．1�
66 � アイファーアクター 牡5鹿 60 蓑島 靖典中島 稔氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 486＋ 23：42．3クビ 16．7�
89 ビレッジイーグル 牡4黒鹿60 大江原 圭村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 500－ 23：42．94 3．7	
810 コウユーヌレエフ 牡7黒鹿63 森 一馬加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 510－ 43：43．75 4．6

77 � キタノテイオウ 牡6黒鹿60 石神 深一了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 454－ 43：44．23 15．1�
78 ブルーガーディアン 牡9黒鹿60 伴 啓太 �YGGホースクラブ 鈴木慎太郎 新ひだか 加野牧場 474－ 83：44．62� 12．4�
33 シェーンクラート 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐金山 敏也氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 508－ 23：44．91� 15．5
55 アキリザーブ 牝4黒鹿58 上野 翔石山 嘉七氏 小野 次郎 新ひだか 広田牧場 B482－ 43：49．7大差 79．7�
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売 得 金
単勝： 18，879，800円 複勝： 19，862，200円 枠連： 6，045，500円
馬連： 25，159，200円 馬単： 14，207，500円 ワイド： 23，301，100円
3連複： 44，657，000円 3連単： 61，675，800円 計： 213，788，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 250円 � 320円 � 140円 枠 連（1－2） 4，690円

馬 連 �� 5，560円 馬 単 �� 9，130円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 760円 �� 760円

3 連 複 ��� 5，450円 3 連 単 ��� 43，750円

票 数

単勝票数 計 188798 的中 � 16917（4番人気）
複勝票数 計 198622 的中 � 18379（4番人気）� 13168（6番人気）� 47987（1番人気）
枠連票数 計 60455 的中 （1－2） 997（15番人気）
馬連票数 計 251592 的中 �� 3506（23番人気）
馬単票数 計 142075 的中 �� 1166（43番人気）
ワイド票数 計 233011 的中 �� 3808（23番人気）�� 8011（6番人気）�� 8008（7番人気）
3連複票数 計 446570 的中 ��� 6139（19番人気）
3連単票数 計 616758 的中 ��� 1022（166番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 51．9－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポルトラーノ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．9．23 中山2着

2016．2．29生 �5鹿 母 ポルトフィーノ 母母 エアグルーヴ 障害：7戦2勝 賞金 25，950，000円

3200611月6日 晴 良 （3福島2） 第1日 第6競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （ダート・右）

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
1：43．1
1：40．9

不良
重

22 � チェリーオリオン 牡3栗 55
52 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 490－ 81：46．5 72．4�

45 � ブロッコリー 牡6鹿 57
56 ☆亀田 温心嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 490＋ 81：47．13� 19．9�

44 � オニジオオタニ 牡3黒鹿 55
52 ▲小林 脩斗髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 450＋ 61：47．2� 76．0�

57 レッドウッドヒル 牝3栗 53 菅原 明良�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 B476＋101：47．41 13．3�

33 タガノチュール 牡3栗 55
54 ☆秋山 稔樹八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470± 0 〃 ハナ 2．7�
56 ノットイェット 牝3鹿 53 武藤 雅	GET NEXT 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 B476－ 61：47．5� 3．0

710 イ グ ナ ー ツ 牡5鹿 57

56 ☆富田 暁前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492－ 21：47．6クビ 9．6�

69 スパークインザアイ �4鹿 57
54 ▲横山 琉人西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 468＋ 8 〃 ハナ 69．9�

68 ジャスティンスター �3栗 55 �島 克駿三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 492－121：48．23� 19．6
812 シゲルモクセイ 牝4栗 55

52 ▲西谷 凜森中 蕃氏 谷 潔 新冠 小泉牧場 468－ 21：48．83� 40．9�
711 ディーエスボンバー 牡3黒鹿55 西村 淳也秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 488＋ 4 〃 クビ 6．8�
813 オ オ ゾ ラ 牡5鹿 57

54 ▲松本 大輝平口 信行氏 杉山 佳明 浦河 三好牧場 554－ 61：50．39 17．7�
11 ジョイライド 牡3栗 55

52 ▲原 優介グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 アサヒ牧場 B502± 01：50．72� 266．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 29，998，900円 複勝： 32，594，400円 枠連： 8，405，700円
馬連： 37，486，000円 馬単： 18，613，400円 ワイド： 37，090，700円
3連複： 56，997，000円 3連単： 72，328，300円 計： 293，514，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，240円 複 勝 � 1，890円 � 340円 � 1，910円 枠 連（2－4） 28，950円

馬 連 �� 54，090円 馬 単 �� 89，480円

ワ イ ド �� 11，690円 �� 23，440円 �� 15，520円

3 連 複 ��� 298，930円 3 連 単 ��� 3，277，370円

票 数

単勝票数 計 299989 的中 � 3313（11番人気）
複勝票数 計 325944 的中 � 4245（11番人気）� 28778（5番人気）� 4190（12番人気）
枠連票数 計 84057 的中 （2－4） 225（27番人気）
馬連票数 計 374860 的中 �� 537（58番人気）
馬単票数 計 186134 的中 �� 156（110番人気）
ワイド票数 計 370907 的中 �� 821（54番人気）�� 408（67番人気）�� 617（60番人気）
3連複票数 計 569970 的中 ��� 143（206番人気）
3連単票数 計 723283 的中 ��� 16（1475番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―29．8―42．2―54．6―1：06．9―1：19．6―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�チェリーオリオン �
�
父 チェリークラウン �

�
母父 アグネスタキオン

2018．4．9生 牡3栗 母 アイラシンガー 母母 カシオペアレディ 7戦1勝 賞金 7，600，000円
初出走 JRA



3200711月6日 晴 良 （3福島2） 第1日 第7競走 2，600�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・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
2：37．3
2：35．1

良
良

24 サ ル マ ン 牡3芦 55 斎藤 新吉田 晴哉氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 508＋ 42：39．6 5．8�
59 パーディシャー 牡4鹿 57 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 442± 02：39．91� 8．7�
48 エリカヴァレリア 牝3鹿 53 西村 淳也三木 正浩氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 454＋ 22：40．0� 4．1�
11 ブリングトゥライフ 牝3鹿 53 川又 賢治�G1レーシング 畑端 省吾 安平 追分ファーム 460＋ 42：40．21� 6．1�
12 デスティノアーラ 牝3鹿 53 �島 克駿 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B418－ 42：40．3クビ 16．3	
23 コンフィアンス 牝3鹿 53 菱田 裕二 �京都ホースレーシング 戸田 博文 浦河 上山牧場 446± 0 〃 ハナ 18．4

713 エクセレントラン �4鹿 57 丹内 祐次田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 470－122：40．83 9．6�
611 ウインヴァカンス 牝3栗 53

50 ▲角田 大和�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム B444－ 4 〃 クビ 11．5�
35 シングマイハート 牝3鹿 53 木幡 巧也 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B444＋ 22：41．01� 20．3
816 ヤップヤップヤップ 牡5栗 57 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 洞	湖 レイクヴィラファーム 454－ 22：41．1� 58．4�
36 ヴォリアーモ 牝4鹿 55 武藤 雅 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 アタマ 12．2�
510
 ウインエアフォルク 牡4鹿 57

54 ▲原 優介成富 直行氏 根本 康広 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 4 〃 ハナ 16．2�
47 レッドザグロス �3黒鹿 55

54 ☆富田 暁 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 478－ 82：41．63 126．1�
612 シゲルシイタケ 牡6鹿 57

54 ▲小林 凌大森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 470＋122：42．13 144．7�
714 メモラーブル 牝3鹿 53

52 ☆秋山 稔樹吉田 晴哉氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 466＋ 22：42．31� 35．6�
815 ロックグラス 牡4鹿 57

54 ▲西谷 凜橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 460＋ 22：42．83 211．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，187，600円 複勝： 40，855，600円 枠連： 8，563，000円
馬連： 38，012，200円 馬単： 15，117，400円 ワイド： 39，411，400円
3連複： 68，715，400円 3連単： 64，031，800円 計： 300，894，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 290円 � 170円 枠 連（2－5） 1，930円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 7，130円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 720円 �� 910円

3 連 複 ��� 5，600円 3 連 単 ��� 44，250円

票 数

単勝票数 計 261876 的中 � 35746（2番人気）
複勝票数 計 408556 的中 � 55849（2番人気）� 31596（6番人気）� 67789（1番人気）
枠連票数 計 85630 的中 （2－5） 3423（11番人気）
馬連票数 計 380122 的中 �� 8442（12番人気）
馬単票数 計 151174 的中 �� 1589（22番人気）
ワイド票数 計 394114 的中 �� 7840（13番人気）�� 14368（3番人気）�� 11135（5番人気）
3連複票数 計 687154 的中 ��� 9190（7番人気）
3連単票数 計 640318 的中 ��� 1049（97番人気）

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

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―24．8―37．0―49．1―1：01．9―1：14．6―1：27．5―1：40．1―1：52．2―2：03．9―2：15．6―2：27．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ ル マ ン �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2020．6．6 阪神7着

2018．2．2生 牡3芦 母 リングジアラーム 母母 ターンバックジアラーム 10戦2勝 賞金 16，990，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レキオノユメ号

3200811月6日 晴 良 （3福島2） 第1日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・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
1：07．0
1：06．0

良
良

24 ステラダイヤ 牝3鹿 54
53 ☆亀田 温心 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 日高 田端牧場 492－ 21：09．0 3．1�

36 ジューンベロシティ 牡3青鹿 56
55 ☆富田 暁吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム 464＋ 8 〃 クビ 7．4�

11 アセンダント 牝5鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 464＋ 21：09．1� 12．1�

714 ララサンスフル 牝3黒鹿54 菅原 明良フジイ興産� 大竹 正博 新ひだか グランド牧場 490－ 4 〃 アタマ 10．4�
（法942）

35 スターズプレミア 牡4鹿 57 �島 克駿 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 474＋ 81：09．2� 7．0�
59 セイラブミー 牝4黒鹿55 勝浦 正樹	ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 468＋ 61：09．3� 17．8

47 ジャストザビアンカ 牝3青鹿54 西村 淳也ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 454± 01：09．4� 22．4�
815 デアリングウーマン 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和岡 浩二氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 432－ 2 〃 ハナ 7．8�
612 オメガハートクィン 牝5黒鹿55 横山 和生原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 448± 01：09．5クビ 34．5
510 ホウオウジュレップ 牝3芦 54 木幡 巧也小笹 芳央氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 414＋ 2 〃 クビ 37．8�
611 ホープホワイト 牝4青鹿 55

52 ▲横山 琉人 �愛馬レーシングクラブ 武井 亮 平取 二風谷ファーム B462－ 2 〃 同着 19．2�
12 ジュノエスク 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗吉田 照哉氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 456＋ 21：09．6クビ 42．1�
713 ミーハディビーナ 牝4青鹿55 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 21：09．81� 180．7�
816 スペシャルトーク �3青鹿56 斎藤 新ホースアディクト杉浦 宏昭 新ひだか 見上牧場 464－ 41：10．01� 117．2�
48 ア ヴ ァ ノ ス 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 460－ 21：10．1	 10．5�
23 グッドアズゴールド 牝4黒鹿 55

52 ▲松本 大輝 �京都ホースレーシング 笹田 和秀 新ひだか 前川 勝春 416－ 81：10．2クビ 85．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，430，200円 複勝： 41，110，800円 枠連： 8，525，600円
馬連： 41，049，600円 馬単： 16，112，000円 ワイド： 39，799，800円
3連複： 66，347，200円 3連単： 68，786，300円 計： 312，161，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 170円 � 260円 枠 連（2－3） 650円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 480円 �� 610円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 17，970円

票 数

単勝票数 計 304302 的中 � 76871（1番人気）
複勝票数 計 411108 的中 � 75068（1番人気）� 64616（2番人気）� 34176（6番人気）
枠連票数 計 85256 的中 （2－3） 10019（1番人気）
馬連票数 計 410496 的中 �� 23367（1番人気）
馬単票数 計 161120 的中 �� 5948（1番人気）
ワイド票数 計 397998 的中 �� 22315（1番人気）�� 16890（4番人気）�� 9208（8番人気）
3連複票数 計 663472 的中 ��� 12739（4番人気）
3連単票数 計 687863 的中 ��� 2775（9番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．0―11．5―11．5―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステラダイヤ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Smoke Glacken デビュー 2020．11．7 東京6着

2018．3．10生 牝3鹿 母 クァンタムミス 母母 Quanah County 9戦2勝 賞金 19，632，000円
〔制裁〕 ジュノエスク号の騎手小林脩斗は，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：1番）
※ミーハディビーナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3200911月6日 晴 良 （3福島2） 第1日 第9競走 ��1，150�3歳以上1勝クラス
発走14時15分 （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

56 アイアムスゴスギル 牡4栗 57 菱田 裕二堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 B492＋ 41：08．5 8．0�
68 パロットビーク 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大和 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 81：08．81� 2．7�

33 ブルーコーラル 牝5栗 55 丹内 祐次 �ローレルレーシング 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 B438＋ 6 〃 クビ 43．0�
811 コズミックランナー 牡4栗 57 斎藤 新�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 446－ 61：09．22� 38．8�
22 クリノザウルス 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 上井農場 474－ 41：09．41� 25．7	
11 クレマチステソーロ 牝3鹿 54 横山 和生了德寺健二ホール

ディングス� 勢司 和浩 新ひだか 幌村牧場 468－ 41：09．5クビ 8．9

710 ヴィグルズマン 牡3栗 56 木幡 巧也 KAJIMOTOホー

ルディングス� 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 B448－ 21：09．6� 9．2�
812 ワンダーカタリナ 牡4鹿 57

56 ☆亀田 温心山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 504± 0 〃 クビ 3．9�
55 � パンサーバローズ 牡7黒鹿57 西村 淳也猪熊 広次氏 辻野 泰之 米 WinStar

Farm, LLC 496－ 41：09．81 10．4
79 チェスナットロール 牝4栗 55 	島 克駿田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 神垣 道弘 452－101：10．01� 15．7�
44 サ ノ カ ポ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大佐野 信幸氏 中野 栄治 新冠 小泉 学 436＋ 81：10．1クビ 100．6�
67 レッドヴィエント 牡3黒鹿56 菅原 明良 �東京ホースレーシング 小島 茂之 白老 社台牧場 500± 01：10．42 35．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，950，600円 複勝： 40，568，800円 枠連： 6，977，000円
馬連： 36，853，800円 馬単： 18，567，100円 ワイド： 33，407，300円
3連複： 56，148，500円 3連単： 70，091，400円 計： 294，564，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 230円 � 130円 � 880円 枠 連（5－6） 740円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，880円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 9，550円 3 連 単 ��� 46，790円

票 数

単勝票数 計 319506 的中 � 31819（3番人気）
複勝票数 計 405688 的中 � 40948（4番人気）� 120527（1番人気）� 7793（11番人気）
枠連票数 計 69770 的中 （5－6） 7297（3番人気）
馬連票数 計 368538 的中 �� 22722（2番人気）
馬単票数 計 185671 的中 �� 4399（9番人気）
ワイド票数 計 334073 的中 �� 20567（2番人気）�� 4368（26番人気）�� 4317（27番人気）
3連複票数 計 561485 的中 ��� 4408（37番人気）
3連単票数 計 700914 的中 ��� 1086（176番人気）

ハロンタイム 9．7―10．9―11．3―11．9―12．0―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．6―31．9―43．8―55．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．6
3 6（8，11）（3，9）（7，12）2，4，5－10，1 4 6（3，8，11）（2，7，9）12（4，5）1，10

勝馬の
紹 介

アイアムスゴスギル �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．6．29 福島4着

2017．3．5生 牡4栗 母 アイアムネフライト 母母 アイアムアドーター 14戦2勝 賞金 19，500，000円
※レッドヴィエント号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3201011月6日 晴 良 （3福島2） 第1日 第10競走 2，000�
つ ち ゆ お ん せ ん

土 湯 温 泉 特 別
発走14時50分 （芝・右）

牝，3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

59 ウインアルカンナ 牝4黒鹿55 黛 弘人�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 466± 02：01．7 10．5�
12 アサケレディ 牝3黒鹿53 柴山 雄一大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 476－ 42：01．8クビ 19．9�
611 パ タ ゴ ニ ア 牝3鹿 53 吉田 隼人 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 492＋ 8 〃 ハナ 4．8�
612 マッハモンルード 牝3栗 53 �島 克駿 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 498＋162：02．01� 4．6�
11 ヒシシュシュ 牝3鹿 53 西村 淳也阿部 雅英氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 404－12 〃 クビ 4．0	
714 ヒットザシーン 牝3黒鹿53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 82：02．21 22．8

36 クールブリエ 牝3鹿 53 亀田 温心 �ゴールドアップ・

カンパニー 笹田 和秀 新ひだか ゴールドアップカンパニー 446－ 8 〃 ハナ 13．7�
47 インフィニタス 牝3鹿 53 菱田 裕二�G1レーシング 清水 久詞 安平 追分ファーム 456＋ 2 〃 アタマ 56．9�
23 ウエスタンエポナ 牝3鹿 53 秋山 稔樹西川 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 414－ 4 〃 クビ 39．4
24 ラヴィーニア 牝3栗 53 川又 賢治ゴドルフィン 畑端 省吾 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋182：02．41 148．8�
510 シャドウエリス 牝3鹿 53 斎藤 新飯塚 知一氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 448－ 4 〃 ハナ 12．1�
815 ピンクレガシー 牝4鹿 55 富田 暁 �グリーンファーム藤岡 健一 千歳 社台ファーム 450－ 2 〃 ハナ 55．5�
816 シャインユニバンス 牝3鹿 53 菅原 明良亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 418＋ 4 〃 アタマ 7．5�
35 アイオープナー 牝4青 55 武藤 雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 22：02．5� 68．3�
713 ユークレース 牝4鹿 55 菊沢 一樹 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 466－ 22：02．71� 78．3�
48 � タ カ ン ナ 牝4栗 55 木幡 育也合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 448＋182：02．8クビ 267．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，368，900円 複勝： 55，143，700円 枠連： 16，943，900円
馬連： 64，641，300円 馬単： 24，851，000円 ワイド： 57，675，100円
3連複： 103，506，300円 3連単： 110，992，400円 計： 470，122，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 270円 � 510円 � 230円 枠 連（1－5） 960円

馬 連 �� 7，050円 馬 単 �� 17，410円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 1，100円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 15，740円 3 連 単 ��� 125，530円

票 数

単勝票数 計 363689 的中 � 27598（5番人気）
複勝票数 計 551437 的中 � 54823（5番人気）� 24655（8番人気）� 68310（3番人気）
枠連票数 計 169439 的中 （1－5） 13609（3番人気）
馬連票数 計 646413 的中 �� 7097（27番人気）
馬単票数 計 248510 的中 �� 1070（63番人気）
ワイド票数 計 576751 的中 �� 7318（28番人気）�� 13712（12番人気）�� 7801（24番人気）
3連複票数 計1035063 的中 ��� 4929（52番人気）
3連単票数 計1109924 的中 ��� 641（427番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．2―12．8―12．8―12．6―12．2―11．7―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．3―49．1―1：01．9―1：14．5―1：26．7―1：38．4―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインアルカンナ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．11．17 東京7着

2017．4．7生 牝4黒鹿 母 アルカネット 母母 パーフェクション 23戦2勝 賞金 32，970，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スマイルフェアリー号



3201111月6日 晴 良 （3福島2） 第1日 第11競走 ��1，700�河 北 新 報 杯
発走15時25分 （ダート・右）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
河北新報社社長賞（1着）

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

59 ソプラドール 牝4栗 55 斎藤 新�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ B480＋ 41：45．2 15．9�

611 タイセイサムソン 牡3黒鹿55 横山 和生田中 成奉氏 奥村 武 浦河 日進牧場 502－ 81：45．73 2．7�
11 グランドビクトリー 牡5栗 57 菱田 裕二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B478－241：45．8� 29．5�
34 フラッグアドミラル 牡7黒鹿57 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 464－101：46．01� 137．5�
47 フーズサイド 牡5黒鹿57 菊沢 一樹西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 486－ 61：46．1クビ 21．1�
712 ホウオウジャッジ 牡6鹿 57 �島 克駿小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 470－ 21：46．2� 29．5	
713 アースライザー 	4栗 57 亀田 温心 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 北出 成人 新ひだか 岡田スタツド 472－ 2 〃 ハナ 64．3

22 ラ ボ エ ー ム 牝4黒鹿55 藤懸 貴志ライオンレースホース� 大根田裕之 浦河 浦河日成牧場 446－ 2 〃 アタマ 10．7�
23 グリニッジシチー 	5栗 57 丹内 祐次 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット B466－ 81：46．3
 6．8�
610 ワンダーシエンプロ 牝4栗 55 松本 大輝山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 秋場牧場 B440－121：46．51 98．5
58 シャイニーズラン 牡4鹿 57 富田 暁田畑 利彦氏 森田 直行 日高 浜本牧場 456± 01：46．71� 254．8�
814 グラスデスティーノ 牡4鹿 57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B486＋ 41：46．8
 26．3�
35 ミヤビマドンナ 牝4鹿 55 菅原 明良村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 434－121：47．43
 14．5�
815 スエーニョブランコ 牝4芦 55 吉田 隼人藤田 在子氏 上村 洋行 日高 天羽 禮治 506－ 8 〃 クビ 4．3�
46 ゴ ダ イ リ キ 牡3鹿 55 西村 淳也青山 洋一氏 牧浦 充徳 新ひだか グランド牧場 494± 01：48．25 10．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 53，867，900円 複勝： 73，901，100円 枠連： 30，752，000円
馬連： 147，257，400円 馬単： 54，784，300円 ワイド： 104，824，100円
3連複： 239，837，900円 3連単： 252，866，400円 計： 958，091，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 380円 � 160円 � 860円 枠 連（5－6） 2，110円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 7，340円

ワ イ ド �� 940円 �� 6，600円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 20，160円 3 連 単 ��� 133，230円

票 数

単勝票数 計 538679 的中 � 26959（7番人気）
複勝票数 計 739011 的中 � 44644（8番人気）� 160986（1番人気）� 17525（11番人気）
枠連票数 計 307520 的中 （5－6） 11276（7番人気）
馬連票数 計1472574 的中 �� 43417（8番人気）
馬単票数 計 547843 的中 �� 5595（28番人気）
ワイド票数 計1048241 的中 �� 29778（7番人気）�� 3948（58番人気）�� 17167（21番人気）
3連複票数 計2398379 的中 ��� 8919（71番人気）
3連単票数 計2528664 的中 ��� 1376（421番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―29．8―42．3―55．3―1：07．0―1：19．3―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソプラドール �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．12．1 中京4着

2017．3．1生 牝4栗 母 シャスターデイジー 母母 サンドリオン 18戦3勝 賞金 48，896，000円
〔発走状況〕 グリニッジシチー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 グリニッジシチー号は，令和3年11月7日から令和3年11月27日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ショウナンマリオ号・スパイスマジック号・マイネルレンカ号・リリーミニスター号

3201211月6日 晴 良 （3福島2） 第1日 第12競走 ��1，200�
い い ざ か お ん せ ん

飯 坂 温 泉 特 別
発走16時00分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳56�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 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．0

良
良

47 ラ ン グ ロ ワ 牝3青鹿54 秋山 稔樹ムーティエR 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 442＋261：08．8 10．9�
611� オリンピックデイ 牡3鹿 56 武藤 雅馬場 幸夫氏 西村 真幸 米 Fred W.

Hertrich III 498＋ 81：08．9� 45．2�
11 バトーデュシエル 牝4鹿 55 横山 和生山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B472－101：09．0� 3．1�
36 マイネルヘルト 牡4青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 石郷岡 雅樹 426＋ 2 〃 ハナ 26．0�
713 トミケンルーア 	5鹿 57 木幡 初也富樫アキ子氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 484＋ 61：09．1� 3．4�
24 サニーオーシャン 牡3鹿 56 中井 裕二海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 450＋ 61：09．31� 55．3	
12 シシリエンヌ 牝5青鹿55 菊沢 一樹手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 B496－ 21：09．4� 42．7

510 メイショウナスカ 牝6鹿 55 富田 暁松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 492－ 4 〃 アタマ 113．9�
48 アドマイヤアリエル 牝4鹿 55 菱田 裕二近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 クビ 27．9�
23 
 ヤマニンガラッシア 牡4青鹿57 伊藤 工真土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 446－ 21：09．5クビ 13．6
816 インヴァネス 牝3青 54 菅原 明良矢野 亨憲氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 444－ 61：09．6� 16．8�
612
 サクラアスター 牝4鹿 55 勝浦 正樹�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 490－22 〃 アタマ 37．8�
815 グ ラ ニ ー タ 牝4黒鹿55 斎藤 新 �社台レースホース今野 貞一 千歳 社台ファーム 466± 0 〃 アタマ 11．0�
59 フジマサディープ 牡5鹿 57 柴山 雄一藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 494－18 〃 アタマ 232．0�
35 フィルムスコア 牝3黒鹿54 吉田 隼人水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 442－121：10．13 6．9�
714
 クリノサンシャイン 牝4鹿 55 小林 脩斗栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 444＋ 81：10．31� 201．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，448，400円 複勝： 68，151，500円 枠連： 19，594，600円
馬連： 92，155，300円 馬単： 37，454，200円 ワイド： 80，081，200円
3連複： 148，166，400円 3連単： 159，852，200円 計： 659，903，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 370円 � 980円 � 180円 枠 連（4－6） 7，180円

馬 連 �� 34，330円 馬 単 �� 51，630円

ワ イ ド �� 8，200円 �� 960円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 24，160円 3 連 単 ��� 279，250円

票 数

単勝票数 計 544484 的中 � 39765（4番人気）
複勝票数 計 681515 的中 � 45183（4番人気）� 14573（12番人気）� 127416（2番人気）
枠連票数 計 195946 的中 （4－6） 2113（24番人気）
馬連票数 計 921553 的中 �� 2080（70番人気）
馬単票数 計 374542 的中 �� 544（125番人気）
ワイド票数 計 800812 的中 �� 2429（68番人気）�� 22204（8番人気）�� 12197（19番人気）
3連複票数 計1481664 的中 ��� 4598（84番人気）
3連単票数 計1598522 的中 ��� 415（791番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．0―11．4―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．8―45．2―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．0
3 7（11，13）（9，6）16（4，5，15）（2，12）（14，1）（3，8）10 4 7，11（9，6，13）（4，16）（15，1）（2，5，12）（3，8，14）10

勝馬の
紹 介

ラ ン グ ロ ワ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2020．9．20 中山2着

2018．4．10生 牝3青鹿 母 プランシングレディ 母母 コーディング 10戦2勝 賞金 21，324，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 サニーオーシャン号の騎手中井裕二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：3番・2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。
（非当選馬） 1頭 ミーハディビーナ号
（非抽選馬） 2頭 ストーンフェンス号・レッドヴィエント号



（3福島2）第1日 11月6日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173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

200，820，000円
3，020，000円
18，150，000円
1，860，000円
22，260，000円
74，120，500円
6，055，500円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
382，893，700円
510，995，600円
135，673，100円
615，926，100円
271，469，500円
550，522，800円
1，013，068，600円
1，109，057，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，589，607，200円

総入場人員 4，200名 （有料入場人員 2，139名）
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