
3204911月20日 晴 良 （3福島2） 第5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
1：44．8

稍重
不良

713 ビナホイアン 牡2鹿 55
52 ▲松本 大輝井之口二三雄氏 杉山 佳明 新冠 プログレスファーム 440－ 81：46．4 2．1�

814 インブリウム 牡2栗 55
54 ☆秋山 稔樹 �社台レースホース鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440± 01：47．57 7．4�
35 チュウワエース 牡2黒鹿 55

54 ☆亀田 温心中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 順一 464＋ 21：47．6� 22．9�
815 コスモガラクシア 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 21：48．23� 6．2�
611 ス タ ロ ー ン 牡2鹿 55 吉田 隼人大野 剛嗣氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 478＋121：48．41� 11．1�
58 イーサンアイ 牡2黒鹿55 横山 和生国本 勇氏 昆 貢 新冠 高瀬牧場 448± 01：48．71� 4．7	
610 アナザータレント 牡2鹿 55

52 ▲小林 脩斗 
ニッシンホール
ディングス 鈴木慎太郎 新ひだか チャンピオンズファーム 474＋ 81：51．0大差 150．9�

22 ニホンピロナッシュ 牡2鹿 55 城戸 義政小林百太郎氏 畑端 省吾 新ひだか 佐竹 学 516＋101：51．21� 142．9�
59 トニーロマンス 牝2栗 54

53 ☆木幡 育也トニー倶楽部 中野 栄治 新ひだか 静内山田牧場 462－ 41：51．3� 399．0
11 ト ラ ン ザ ム 牡2栗 55

52 ▲原 優介増田 和啓氏 大和田 成 平取 二風谷ファーム 484＋ 21：51．51� 78．0�
712 デエスデュヴァン 牝2栗 54 菅原 明良 
スリーエイチレーシング 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 436＋ 6 〃 ハナ 60．4�
34 タマワープスピード 牡2鹿 55

52 ▲西谷 凜玉井 鶴枝氏 牧田 和弥 平取 川向高橋育
成牧場 462－ 61：51．6� 508．3�

23 ライトストリーム 牝2黒鹿54 中井 裕二 
ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 466± 01：52．23� 53．8�
46 ゲンパチラブハート 牝2栗 54 斎藤 新平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 502＋ 61：52．73 58．1�
47 ヴィヴィッドパール 牝2鹿 54 黛 弘人 
ブルースターズファーム 高橋 祥泰 日高 西野 春樹 440± 01：53．01� 310．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，041，700円 複勝： 38，351，000円 枠連： 7，184，500円
馬連： 36，364，000円 馬単： 19，678，200円 ワイド： 33，015，800円
3連複： 59，673，000円 3連単： 70，877，900円 計： 289，186，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 160円 � 440円 枠 連（7－8） 300円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 240円 �� 830円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 4，560円 3 連 単 ��� 13，180円

票 数

単勝票数 計 240417 的中 � 94151（1番人気）
複勝票数 計 383510 的中 � 177515（1番人気）� 46073（3番人気）� 10929（6番人気）
枠連票数 計 71845 的中 （7－8） 17975（1番人気）
馬連票数 計 363640 的中 �� 50223（2番人気）
馬単票数 計 196782 的中 �� 18383（2番人気）
ワイド票数 計 330158 的中 �� 41449（2番人気）�� 9454（10番人気）�� 3646（19番人気）
3連複票数 計 596730 的中 ��� 9812（13番人気）
3連単票数 計 708779 的中 ��� 3896（38番人気）

ハロンタイム 7．3―11．3―12．0―12．8―12．9―13．0―12．5―12．4―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．6―30．6―43．4―56．3―1：09．3―1：21．8―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．1
1
3
13（9，14）（10，15）（4，5）11（3，12）（1，2）6－7，8
13－14，15（9，5，11）8（10，3）（4，12）2，6，7，1

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

勝馬の
紹 介

ビナホイアン �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ヨハネスブルグ デビュー 2021．10．2 中京3着

2019．4．28生 牡2鹿 母 アエノアビリティー 母母 アイリッシュピース 3戦1勝 賞金 8，900，000円
〔その他〕 ヴィヴィッドパール号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トランザム号・デエスデュヴァン号・ライトストリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，令和3年12月20日まで平地競走に出走できない。
タマワープスピード号・ゲンパチラブハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
令和4年1月20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 シュガービート号

3205011月20日 晴 良 （3福島2） 第5日 第2競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走10時15分 （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

23 トーアエレクトロン 牡3鹿 55
52 ▲松本 大輝高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 476＋201：45．7 13．5�

712 トーアシオン �5栗 57 菅原 明良高山ランド� 辻 哲英 豊浦トーア牧場 480－ 21：46．33� 2．9�
22 アイアムイチリュウ 牡4黒鹿57 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 B504－ 41：46．62 31．9�
11 シ ェ ー ン 牝4芦 55

54 ☆泉谷 楓真�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474± 0 〃 アタマ 75．3�

611 キングスバレイ 牡5栗 57 斎藤 新村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 534＋ 61：47．02� 81．6�
610 デルマタモン 牡3栗 55 横山 和生浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 502± 0 〃 ハナ 3．8	
815� ゴスホーククレスト 牡3鹿 55

52 ▲小林 脩斗藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 508＋121：47．1� 20．5

58 � サイモンポーリア 牝3鹿 53 川須 栄彦澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 472－171：47．84 211．2�
46 � ス ウ ェ ア ー 牡4鹿 57

56 ☆秋山 稔樹松谷 翔太氏 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 526＋ 6 〃 ハナ 13．4�
35 シャンボールロッソ 牝4鹿 55

52 ▲原 優介 シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム B438－ 81：48．11� 23．8�
713 バーニングソウル 牝4芦 55

52 ▲西谷 凜服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 430＋ 61：48．2� 74．1�
34 � スズカサウスソング 牡4鹿 57 和田 翼永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B512＋181：48．52 30．0�
47 チャーチャンテン 牝3黒鹿53 木幡 巧也田頭 勇貴氏 鈴木慎太郎 新ひだか 大滝 康晴 402＋ 71：48．81� 284．8�
59 テーオーアングル 牡3栗 55 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 浦河 バンブー牧場 496＋ 21：48．9クビ 5．7�
814 ス レ プ ト ン 牡4鹿 57

56 ☆亀田 温心 社台レースホース大和田 成 安平 追分ファーム 466＋ 61：49．75 7．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，710，900円 複勝： 33，775，600円 枠連： 6，533，600円
馬連： 36，151，500円 馬単： 15，262，500円 ワイド： 32，205，700円
3連複： 52，315，000円 3連単： 53，225，300円 計： 254，180，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 360円 � 150円 � 620円 枠 連（2－7） 1，230円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 650円 �� 3，000円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 11，450円 3 連 単 ��� 59，640円

票 数

単勝票数 計 247109 的中 � 14587（6番人気）
複勝票数 計 337756 的中 � 21217（6番人気）� 76856（1番人気）� 11249（9番人気）
枠連票数 計 65336 的中 （2－7） 4104（7番人気）
馬連票数 計 361515 的中 �� 19006（5番人気）
馬単票数 計 152625 的中 �� 3111（13番人気）
ワイド票数 計 322057 的中 �� 13479（6番人気）�� 2637（31番人気）�� 6872（12番人気）
3連複票数 計 523150 的中 ��� 3424（37番人気）
3連単票数 計 532253 的中 ��� 647（183番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．0―42．5―55．1―1：07．6―1：20．3―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．1
1
3
11，4，15，9（7，8，14）（3，6，12）13－1，2，5＝10
11，4，15（3，9，12）（7，1，8，14）6，13，2，5－10

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

勝馬の
紹 介

トーアエレクトロン �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．12．5 阪神5着

2018．3．26生 牡3鹿 母 ジョーヌダンブル 母母 マルターズヒート 8戦2勝 賞金 14，680，000円
〔制裁〕 スウェアー号の騎手秋山稔樹は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・13番・10番）

第２回 福島競馬 第５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



3205111月20日 晴 良 （3福島2） 第5日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時40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
1：46．2
1：44．5

良
良

47 ウインバグース 牡2鹿 55 横山 和生�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 472－ 61：49．6 2．2�
612 オーロロッソ 牡2栗 55

54 ☆富田 暁 �シルクレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 394－ 21：49．7クビ 8．5�
714 カンティプール 牝2鹿 54 斎藤 新 �社台レースホース渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 アタマ 3．0�
48 マイネルカグラ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 21：50．12� 20．0�
11 ヴィブラツィオーネ 牡2鹿 55

54 ☆木幡 育也加藤 裕司氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 462＋16 〃 クビ 293．4	
815 ベガスバケーション 牝2黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 430＋ 41：50．2� 130．1

12 エクセレントマン 牡2栗 55 中井 裕二田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 市川フアーム 462－ 61：50．51� 408．8�
24 ブルーゲート 牝2黒鹿54 黛 弘人石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 プログレスファーム 430＋ 6 〃 ハナ 306．7�
23 カガギムレット 牡2鹿 55

52 ▲原 優介香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 西村牧場 420± 01：50．6� 207．4
611 フォルトゥナ 牡2青鹿55 秋山真一郎山本三津子氏 中野 栄治 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋12 〃 アタマ 197．0�
36 ヴィオレントアズル 牡2青鹿 55

52 ▲松本 大輝岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 416＋121：50．7クビ 360．2�

59 ヨドノマックス 牡2鹿 55
54 ☆亀田 温心海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 446＋14 〃 ハナ 22．9�

713 サルサロッサ 牝2鹿 54 木幡 巧也岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか タガミファーム 452± 01：50．91� 58．0�
35 ピースオブマインド 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗廣崎 智子氏 久保田貴士 平取 株式会社
ASK STUD 428－ 61：51．21� 16．4�

510 グレナデンシロップ 牝2黒鹿54 吉田 隼人吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 442＋121：51．3� 34．7�
816� タイムトゥゴー 牡2鹿 55 菅原 明良ゴドルフィン 鈴木慎太郎 英 Laundry Cot-

tage Stud Farm 484－ 41：51．41 11．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，797，700円 複勝： 36，997，700円 枠連： 9，086，000円
馬連： 35，776，400円 馬単： 18，295，600円 ワイド： 33，141，200円
3連複： 55，999，400円 3連単： 66，103，300円 計： 287，197，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 160円 � 130円 枠 連（4－6） 500円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 320円 �� 180円 �� 400円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 3，240円

票 数

単勝票数 計 317977 的中 � 116686（1番人気）
複勝票数 計 369977 的中 � 130271（1番人気）� 39563（3番人気）� 69566（2番人気）
枠連票数 計 90860 的中 （4－6） 14027（2番人気）
馬連票数 計 357764 的中 �� 37985（2番人気）
馬単票数 計 182956 的中 �� 12284（3番人気）
ワイド票数 計 331412 的中 �� 24376（2番人気）�� 54912（1番人気）�� 18474（3番人気）
3連複票数 計 559994 的中 ��� 52352（1番人気）
3連単票数 計 661033 的中 ��� 14786（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．4―48．4―1：01．0―1：13．2―1：25．2―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインバグース �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．10．3 中山2着

2019．3．24生 牡2鹿 母 コスモネモシン 母母 デ ュ プ レ 3戦1勝 賞金 9，200，000円
〔制裁〕 グレナデンシロップ号の騎手吉田隼人は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金10，000円。

エクセレントマン号の騎手中井裕二は，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：16番・4番・5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 ナンヨーピアニー号

3205211月20日 晴 良 （3福島2） 第5日 第4競走 ��1，200�2歳未勝利
発走11時10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

36 セリノーフォス 牝2鹿 54
51 ▲松本 大輝 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 444± 01：09．6 4．8�

24 ネ レ イ ド 牝2鹿 54
53 ☆亀田 温心�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 438± 01：10．02� 17．8�

714� エンジェルシリカ 牝2鹿 54 吉田 隼人前田 幸大氏 矢作 芳人 米 Mrs. E
Stockwell 452－ 41：10．21� 3．8�

612 カレンブルーローズ 牡2鹿 55
54 ☆富田 暁鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 444± 0 〃 クビ 9．1�

816 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 456－ 61：10．3� 28．2�

611 アリススプリングス 牝2鹿 54 丹内 祐次�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 442± 01：10．62 3．9	
48 デアリングヒューズ 牝2栗 54 斎藤 新 KRジャパン 田中 博康 新冠 須崎牧場 470－ 81：10．81� 85．0

35 イーストリバー �2鹿 55 藤懸 貴志三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 438± 01：11．22� 27．2�
23 マイネルヘリテージ 牡2鹿 55

52 ▲原 優介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 浜口牧場 406＋ 41：11．41� 455．4

815 タマモサウルス 牡2芦 55
54 ☆泉谷 楓真タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 442＋ 2 〃 クビ 52．4�

12 ヒロノゴウカイ 牡2鹿 55
54 ☆秋山 稔樹小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 増本牧場 476＋ 61：11．5クビ 307．1�

11 ポッドヴァイン 牡2鹿 55 横山 和生小川眞査雄氏 小野 次郎 新ひだか 下屋敷牧場 412＋ 41：11．6� 53．6�
713 スキューマパーラ 牝2鹿 54 中井 裕二�髙昭牧場 長谷川浩大 浦河 高昭牧場 432＋12 〃 クビ 128．5�
59 フレンドプリンセス 牝2鹿 54 柴山 雄一横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 泊 寿幸 428＋ 41：11．81� 496．7�
47 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 490＋ 21：11．9� 6．0�
510 キリシマコトブキ 牝2青鹿54 城戸 義政土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 432＋ 81：12．0クビ 325．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，179，800円 複勝： 46，814，300円 枠連： 8，430，800円
馬連： 44，595，000円 馬単： 18，361，800円 ワイド： 41，499，100円
3連複： 69，228，300円 3連単： 69，187，200円 計： 334，296，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 350円 � 160円 枠 連（2－3） 2，620円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 5，570円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 610円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 6，100円 3 連 単 ��� 43，050円

票 数

単勝票数 計 361798 的中 � 62707（3番人気）
複勝票数 計 468143 的中 � 66127（4番人気）� 27208（6番人気）� 89284（2番人気）
枠連票数 計 84308 的中 （2－3） 2488（11番人気）
馬連票数 計 445950 的中 �� 11112（12番人気）
馬単票数 計 183618 的中 �� 2468（24番人気）
ワイド票数 計 414991 的中 �� 10195（12番人気）�� 18310（6番人気）�� 7848（16番人気）
3連複票数 計 692283 的中 ��� 8508（19番人気）
3連単票数 計 691872 的中 ��� 1165（151番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．4―11．7―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―34．9―46．6―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セリノーフォス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Motivator デビュー 2021．6．5 中京11着

2019．3．14生 牝2鹿 母 ス キ ア 母母 Light Quest 5戦1勝 賞金 6，400，000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 デフィデリ号



3205311月20日 晴 良 （3福島2） 第5日 第5競走 1，800�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
1：46．2
1：44．5

良
良

11 タイラーテソーロ 牡2黒鹿 55
52 ▲原 優介了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 日高 リョーケンファー
ム株式会社 472 ―1：52．8 6．0�

812 パープルグローリー 牝2黒鹿54 吉田 隼人下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 504 ― 〃 クビ 2．5�
55 ソフィーズチョイス 牝2青鹿54 斎藤 新 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム 408 ―1：52．9� 11．0�
44 パ ガ ニ ー ニ 牡2鹿 55 菅原 明良金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 516 ―1：53．64 8．6�
33 エイシンルミエール 牝2芦 54

50 ★永島まなみ�栄進堂 高橋 康之 浦河 栄進牧場 478 ―1：53．7クビ 29．9	
56 ポリクシニーズ 牡2青鹿 55

54 ☆秋山 稔樹今村 明浩氏 黒岩 陽一 新冠 村上 欽哉 456 ―1：53．8� 35．0

67 トランペットマーチ 牝2黒鹿54 中井 裕二吉田 千津氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 516 ―1：53．9クビ 25．2�
79 ラ ー ル ブ ル 牡2黒鹿 55

54 ☆泉谷 楓真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 496 ― 〃 クビ 4．3�

811 ジ ョ ウ レ ン 牡2黒鹿55 木幡 初也田中 春美氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 470 ―1：54．0� 205．1
710 シエラメンテ 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心木部 厳生氏 浜田多実雄 日高 木部ファーム 490 ―1：54．21� 14．3�
68 マ ア イ ノ マ 牝2鹿 54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 アサヒ牧場 476 ―1：54．41 97．3�
22 シャルムドール 牝2黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗諸岡 慶氏 堀井 雅広 新冠 石田牧場 438 ―1：55．78 97．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，437，400円 複勝： 29，006，300円 枠連： 5，654，900円
馬連： 31，377，100円 馬単： 15，607，900円 ワイド： 28，798，900円
3連複： 44，842，800円 3連単： 55，465，500円 計： 240，190，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 130円 � 210円 枠 連（1－8） 1，020円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 370円 �� 770円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 16，220円

票 数

単勝票数 計 294374 的中 � 41280（3番人気）
複勝票数 計 290063 的中 � 37833（3番人気）� 73475（1番人気）� 29628（5番人気）
枠連票数 計 56549 的中 （1－8） 4276（2番人気）
馬連票数 計 313771 的中 �� 32630（2番人気）
馬単票数 計 156079 的中 �� 4516（8番人気）
ワイド票数 計 287989 的中 �� 21247（2番人気）�� 9076（10番人気）�� 12878（7番人気）
3連複票数 計 448428 的中 ��� 13020（6番人気）
3連単票数 計 554655 的中 ��� 2478（42番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―13．4―14．7―12．3―12．1―12．3―12．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．7―52．4―1：04．7―1：16．8―1：29．1―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3
・（1，6）－（2，8）12，5，9－10－（3，11）－7，4・（1，6）（2，8）（12，4）5（7，10，9）（3，11）

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

勝馬の
紹 介

タイラーテソーロ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 Street Cry 初出走

2019．2．18生 牡2黒鹿 母 ノ ウ 母母 Gypsy’s Warning 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3205411月20日 晴 良 （3福島2） 第5日 第6競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走12時30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

23 マイネルタイムリー 牡3青鹿55 森 裕太朗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 日高 荒井ファーム B482＋ 21：46．5 25．6�

22 � 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 492＋ 21：46．71 6．1�

46 セイウンロミオ 牡3鹿 55 荻野 極西山 茂行氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 520－121：46．8� 12．8�
34 アメリカンベイビー 牡4黒鹿57 木幡 巧也 �吉澤ホールディングス 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 484－ 6 〃 クビ 8．9�
47 � キットサクラサク 牡4栗 57 菅原 明良塩川 和則氏 本間 忍 浦河 久保 昇 B478＋101：47．22� 25．1�
11 � テンナイトパール 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大天白 泰司氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 488－ 81：47．31 29．0	
59 イ グ ナ ー ツ 牡5鹿 57

54 ▲松本 大輝前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492± 01：47．4� 6．5


35 メイショウクシナダ 牝3黒鹿 53
52 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 516－101：47．6� 7．5�

713� ココリミネルヴァ 牝4黒鹿55 斎藤 新美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 酒井 秀紀 424－101：47．7� 112．4�
611 キングリスティア �5青 57

56 ☆富田 暁廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 B520＋ 2 〃 ハナ 8．9
712 スペシャルトーク �3青鹿 55

54 ☆木幡 育也ホースアディクト杉浦 宏昭 新ひだか 見上牧場 466＋ 2 〃 クビ 56．5�
610� ヴィクトリーレーン �4黒鹿 57

56 ☆秋山 稔樹 �社台レースホース深山 雅史 千歳 社台ファーム 448－121：48．22� 9．1�
814� 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± 0 〃 ハナ 15．1�
58 � スカイテラス 牡4黒鹿 57

54 ▲原 優介 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B494＋ 41：48．52 5．9�
815 シャルマンシェリー 牝3鹿 53 川又 賢治 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか カタオカフアーム 472＋ 61：49．24 62．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，641，100円 複勝： 37，196，100円 枠連： 8，599，100円
馬連： 39，363，100円 馬単： 16，114，900円 ワイド： 40，557，700円
3連複： 67，306，100円 3連単： 65，399，300円 計： 301，177，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，560円 複 勝 � 680円 � 190円 � 440円 枠 連（2－2） 8，590円

馬 連 �� 7，820円 馬 単 �� 17，090円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 4，620円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 26，650円 3 連 単 ��� 214，540円

票 数

単勝票数 計 266411 的中 � 8300（11番人気）
複勝票数 計 371961 的中 � 12106（11番人気）� 63105（1番人気）� 20102（9番人気）
枠連票数 計 85991 的中 （2－2） 775（25番人気）
馬連票数 計 393631 的中 �� 3901（38番人気）
馬単票数 計 161149 的中 �� 707（82番人気）
ワイド票数 計 405577 的中 �� 4863（32番人気）�� 2221（64番人気）�� 7185（15番人気）
3連複票数 計 673061 的中 ��� 1894（119番人気）
3連単票数 計 653993 的中 ��� 221（877番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．6―12．5―12．7―12．7―12．7―12．9―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．7―42．2―54．9―1：07．6―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4F51．6―3F38．9
1
3
5，7（9，15）4（10，12）（3，11）6（2，8，14）－（1，13）
5（4，3，7，9）－（2，10，15）（6，12，8）11，14（1，13）

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

勝馬の
紹 介

マイネルタイムリー �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．7．4 福島12着

2018．4．21生 牡3青鹿 母 マイネグラティア 母母 キーチェスターバーン 15戦2勝 賞金 23，060，000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 ラズルダズル号



3205511月20日 晴 良 （3福島2） 第5日 第7競走 2，600�3歳以上1勝クラス
発走13時00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

48 � 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± 02：41．6 18．4�

23 � マベルロンジュ 牝4栗 55 川又 賢治落合 幸弘氏 水野 貴広 日高 下河辺牧場 B470± 02：41．7� 233．8�
24 ナムアミダブツ 牡4鹿 57 菅原 明良ニューマレコード� 石坂 公一 千歳 社台ファーム B468＋ 22：41．8� 4．7�
47 ウインローズブーケ 牝4黒鹿 55

54 ☆富田 暁�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 448± 02：42．22� 9．2�
713 ミ ラ イ オ ー 牡5鹿 57 木幡 巧也林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 522＋ 4 〃 クビ 34．2�
815 サングレデクリスト 牡4栗 57 吉田 隼人吉田 勝己氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 524－ 2 〃 アタマ 30．5	
11 バトーブラン 牝4芦 55

54 ☆泉谷 楓真 �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 444＋ 22：42．41� 48．7


36 パーディシャー 牡4鹿 57
56 ☆亀田 温心 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 442± 02：42．61� 2．4�

59 ケルンキングダム �5鹿 57 国分 恭介谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育
成牧場 440－ 62：42．7クビ 19．5

510 グ ラ ヴ ィ テ 牝3黒鹿 53
50 ▲松本 大輝栗山 学氏 	島 一歩 新ひだか 岡田牧場 482－12 〃 ハナ 16．9�

612 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 474＋ 42：42．8クビ 6．8�
12 シゲルシイタケ 牡6鹿 57

54 ▲西谷 凜森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 466－ 42：43．01� 266．5�
714 ギ ン ノ サ ジ 牝3青鹿53 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 460－10 〃 クビ 12．1�
611� タ カ ン ナ 牝4栗 55

54 ☆木幡 育也合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 444－ 42：43．21� 291．6�
816 ピンクレガシー 牝4鹿 55 斎藤 新 �グリーンファーム藤岡 健一 千歳 社台ファーム 444－ 62：43．41� 38．4�
35 コスモホクシン 牡3鹿 55

52 ▲小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 42：44．35 75．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，958，700円 複勝： 32，268，300円 枠連： 8，217，200円
馬連： 33，699，000円 馬単： 14，866，600円 ワイド： 35，305，900円
3連複： 53，810，300円 3連単： 59，639，000円 計： 263，765，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 470円 � 5，040円 � 220円 枠 連（2－4） 1，530円

馬 連 �� 88，230円 馬 単 �� 195，610円

ワ イ ド �� 29，990円 �� 1，330円 �� 17，350円

3 連 複 ��� 257，050円 3 連 単 ��� 1，801，590円

票 数

単勝票数 計 259587 的中 � 11272（7番人気）
複勝票数 計 322683 的中 � 17208（8番人気）� 1380（15番人気）� 47407（2番人気）
枠連票数 計 82172 的中 （2－4） 4158（6番人気）
馬連票数 計 336990 的中 �� 296（87番人気）
馬単票数 計 148666 的中 �� 57（184番人気）
ワイド票数 計 353059 的中 �� 298（94番人気）�� 7082（13番人気）�� 516（81番人気）
3連複票数 計 538103 的中 ��� 157（325番人気）
3連単票数 計 596390 的中 ��� 24（2006番人気）

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

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―25．5―38．0―50．5―1：02．9―1：15．2―1：27．6―1：40．4―1：52．6―2：04．9―2：17．2―2：29．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．0―3F36．7
1
�
5，7（3，9）（4，10）6－（13，15，14）－（2，8，16）12－（11，1）・（5，7）9（3，4，10）（13，15，6，12）（8，14）（2，16）1－11

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

勝馬の
紹 介

�ウインエアフォルク �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ティッカネン

2017．5．23生 牡4鹿 母 サクセスストレイン 母母 キャリイアウト 15戦1勝 賞金 14，700，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔制裁〕 ウインエアフォルク号の騎手原優介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アレヴィクトワール号・セラスチューム号・タカラネイビー号・ミッキーセレスタ号・メイショウシンウチ号

3205611月20日 晴 良 （3福島2） 第5日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時35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

35 ジ ャ ガ ー ド 牡3芦 56
55 ☆亀田 温心栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 410－101：09．7 19．7�

12 ファイアダンサー 牝3青鹿54 菅原 明良ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444± 0 〃 クビ 5．8�

48 ララマカロン 牝3鹿 54 木幡 巧也フジイ興産� 田中 博康 千歳 社台ファーム B464－ 61：09．91� 18．2�
（法942）

612� シアープレジャー 牝4鹿 55
52 ▲原 優介岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 432－ 21：10．11 61．2�

713 スマートルグラン 牝3鹿 54 斎藤 新大川 徹氏 鹿戸 雄一 新ひだか 静内山田牧場 432－ 6 〃 ハナ 12．7�
47 セイラブミー 牝4黒鹿55 杉原 誠人	ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 468± 0 〃 ハナ 109．3

24 ノブフランクリン 牝4鹿 55 川又 賢治前田 亘輝氏 坂口 智康 日高 長谷川牧場 428± 01：10．2� 115．5�
36 ソルトキャピタル 牡4鹿 57

56 ☆富田 暁杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 508＋ 2 〃 ハナ 50．2�
59 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 458－ 6 〃 ハナ 26．6
815 ルルルージュ 牝3鹿 54 秋山真一郎的場 徹氏 菊沢 隆徳 浦河 酒井牧場 472＋ 4 〃 クビ 50．8�
714 エスジープリンセス 牝3芦 54

51 ▲松本 大輝後藤 貞夫氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム B464－ 2 〃 ハナ 18．8�
11 エターナルハート 牝4黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹 DMMドリームクラブ� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 394－ 21：10．4� 15．8�
510 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± 01：10．51 3．2�
816� ブルージーン 牡4鹿 57 吉田 隼人安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 490＋ 41：10．6� 3．7�
23 アンジュソレイユ 牝3栗 54

50 ★永島まなみ犬塚悠治郎氏 清水 久詞 日高 浜本牧場 444＋ 21：11．02� 24．2�
611 プラチナムレイアー 牡3芦 56

55 ☆泉谷 楓真岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド B478＋101：11．63� 18．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，810，500円 複勝： 55，424，900円 枠連： 11，339，800円
馬連： 52，347，300円 馬単： 23，655，200円 ワイド： 55，235，200円
3連複： 86，394，000円 3連単： 88，955，100円 計： 415，162，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 450円 � 230円 � 510円 枠 連（1－3） 1，970円

馬 連 �� 3，920円 馬 単 �� 11，120円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 2，710円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 17，350円 3 連 単 ��� 109，300円

票 数

単勝票数 計 418105 的中 � 16910（9番人気）
複勝票数 計 554249 的中 � 30191（5番人気）� 74068（2番人気）� 26268（7番人気）
枠連票数 計 113398 的中 （1－3） 4444（8番人気）
馬連票数 計 523473 的中 �� 10326（12番人気）
馬単票数 計 236552 的中 �� 1595（41番人気）
ワイド票数 計 552352 的中 �� 9641（13番人気）�� 5161（32番人気）�� 9630（14番人気）
3連複票数 計 863940 的中 ��� 3734（54番人気）
3連単票数 計 889551 的中 ��� 590（353番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．0―11．6―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．0―45．6―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ャ ガ ー ド �
�
父 トーセンラー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．10．11 東京1着

2018．2．9生 牡3芦 母 オーガンディー 母母 ラソーミュロワーズ 10戦2勝 賞金 20，260，000円



3205711月20日 晴 良 （3福島2） 第5日 第9競走 ��1，150�3歳以上1勝クラス
発走14時10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

35 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 448＋ 21：08．7 19．4�
510 サイモンルピナス 牝3黒鹿54 吉田 隼人澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 428－101：08．8クビ 16．4�
713 トミケンカラバティ 牡3鹿 56 松田 大作佐野 信幸氏 尾形 和幸 浦河 信岡牧場 444＋ 4 〃 クビ 10．7�
714� レ ゴ リ ス �5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 辻 哲英 新ひだか 村上牧場 B482± 01：09．11� 2．8�
815	 エ ル ズ リ ー 牝5栗 55

54 ☆泉谷 楓真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 米 Springlan

d Farm 522－ 4 〃 クビ 7．9�
612� コスモクウェンチ 牡7鹿 57

54 ▲原 優介Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 21：09．2
 15．3	
11 サンランシング 牝3青鹿 54

51 ▲小林 凌大 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社
ケイズ B474＋ 81：09．41� 23．2


12 アイアムイチオシ 牡4鹿 57
53 ★永島まなみ堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 534± 01：09．5� 9．5�

36 オールミラージュ 牡5栗 57
54 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 450－ 61：09．6
 32．3�

59 � ムーンオブバローダ 牡5栗 57
56 ☆亀田 温心 社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 ハナ 18．0�

816 ノボベルサイユ 牝3青鹿54 横山 和生矢野 琢也氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 464－181：09．81 4．8�
23 � ユーデモニクス �6青鹿57 木幡 巧也岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか ウエスタンファーム 474＋ 81：10．11
 89．3�
48 � ルーナセレナータ 牝5黒鹿55 丹内 祐次吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 436－ 41：10．52
 117．1�
47 ミヤコシスター 牝4鹿 55 川須 栄彦若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 484－ 8 〃 アタマ 194．9�
611 カクカクシカジーカ 牝6芦 55 原田 和真芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 420－ 4 〃 ハナ 197．9�
24 エ イ リ ア ス �4鹿 57 柴山 雄一 サンデーレーシング 浅見 秀一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 21：10．82 24．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，434，900円 複勝： 46，539，200円 枠連： 11，733，400円
馬連： 44，535，400円 馬単： 20，247，000円 ワイド： 47，038，700円
3連複： 73，394，600円 3連単： 80，004，100円 計： 355，927，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 510円 � 540円 � 320円 枠 連（3－5） 3，950円

馬 連 �� 14，150円 馬 単 �� 32，240円

ワ イ ド �� 3，990円 �� 3，020円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 44，970円 3 連 単 ��� 267，290円

票 数

単勝票数 計 324349 的中 � 13363（9番人気）
複勝票数 計 465392 的中 � 23229（8番人気）� 21519（9番人気）� 41645（4番人気）
枠連票数 計 117334 的中 （3－5） 2299（16番人気）
馬連票数 計 445354 的中 �� 2439（50番人気）
馬単票数 計 202470 的中 �� 471（113番人気）
ワイド票数 計 470387 的中 �� 3018（50番人気）�� 4021（40番人気）�� 5154（28番人気）
3連複票数 計 733946 的中 ��� 1224（148番人気）
3連単票数 計 800041 的中 ��� 217（874番人気）

ハロンタイム 9．7―11．0―11．6―12．0―12．0―12．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．7―32．3―44．3―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．4
3 5，10（11，13）（3，7，12，14）（1，6，15）（4，9，16）2－8 4 5，10，13，3（1，11，12，14）（7，6，15）（4，9，16）2－8

勝馬の
紹 介

コズミックランナー �
�
父 アーネストリー �

�
母父 Boundary デビュー 2020．1．18 京都5着

2017．5．18生 牡4栗 母 サーガノヴェル 母母 Thunder Maid 17戦2勝 賞金 23，500，000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 サウンドブライアン号・ミヤジオシャラク号
（非抽選馬） 1頭 エレグア号

3205811月20日 晴 良 （3福島2） 第5日 第10競走 ��1，800�
み は る こ ま

三 春 駒 特 別
発走14時45分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳55�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 539，000円 154，000円 77，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．8

良
良

48 アウスヴァール �3黒鹿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 宝寄山 拓樹 476－ 41：48．8 9．8�

12 トゥルーアート 牝3鹿 53 亀田 温心 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：49．01 5．5�
36 ハリウッドヒルズ 牡4鹿 57 菅原 明良ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 21：49．21� 3．8�
47 アラモードバイオ 牡3栗 55 吉田 隼人バイオ� 新谷 功一 日高 中館牧場 512－ 2 〃 ハナ 3．5�
24 � パリスデージー 牝4黒鹿55 秋山 稔樹松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 安平 ノーザンファーム 432＋ 41：49．3クビ 77．6	
11 エレフセリア 牝3黒鹿53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 2 〃 ハナ 101．0

815 アメイジングタイム 牡3鹿 55 荻野 極 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434－ 4 〃 クビ 10．6�
35 ヒルノアントラ �4青鹿57 柴山 雄一�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B466＋ 21：49．4	 71．7�
510 レミニシェンザ 牝4鹿 55 川又 賢治 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 464－141：49．71	 19．3
714 カガジャスティス 牡4鹿 57 木幡 巧也香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 522＋ 41：49．8	 29．2�
612 ユヌエトワール 牝4黒鹿55 斎藤 新 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 420＋ 61：49．9	 22．6�
611 ウォーターブレイク 牝5黒鹿55 富田 暁山岡 正人氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 6 〃 アタマ 57．1�
23 ナ ム ラ ド ン 牡4鹿 57 松田 大作奈村 睦弘氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 474－ 81：50．0クビ 9．1�
816� ニ ー ニ ャ 牝4芦 55 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 490－ 61：50．11 119．7�
59 トーホウスザク 牡3栗 55 泉谷 楓真東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 482－ 81：50．73	 52．3�
713 ブルアモーレ 牝3黒鹿53 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 448－ 41：51．01	 57．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，777，300円 複勝： 57，791，300円 枠連： 12，359，000円
馬連： 65，810，700円 馬単： 26，839，400円 ワイド： 56，261，700円
3連複： 98，443，500円 3連単： 109，139，800円 計： 468，422，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 390円 � 200円 � 180円 枠 連（1－4） 1，120円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 6，460円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 1，010円 �� 400円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 29，040円

票 数

単勝票数 計 417773 的中 � 34103（5番人気）
複勝票数 計 577913 的中 � 31370（6番人気）� 78488（3番人気）� 96216（2番人気）
枠連票数 計 123590 的中 （1－4） 8513（3番人気）
馬連票数 計 658107 的中 �� 14615（12番人気）
馬単票数 計 268394 的中 �� 3112（23番人気）
ワイド票数 計 562617 的中 �� 10726（14番人気）�� 13821（10番人気）�� 39066（2番人気）
3連複票数 計 984435 的中 ��� 15961（9番人気）
3連単票数 計1091398 的中 ��� 2724（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．0―48．8―1：01．2―1：13．1―1：25．0―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アウスヴァール �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．11．8 阪神4着

2018．2．22生 �3黒鹿 母 カネツスペシャル 母母 カネツテンビー 9戦2勝 賞金 23，969，000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） 1頭 スマートルシア号
（非抽選馬） 7頭 エニシノウタ号・サンズオブタイム号・スマイルフェアリー号・スーパーノーマル号・バラードインミラノ号・

ペイシャシオン号・ロジローズ号



3205911月20日 晴 良 （3福島2） 第5日 第11競走 ��
��1，200�みちのくステークス

発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，
牝馬2�減

福島競馬振興会長賞（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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．0

良
良

36 � デトロイトテソーロ 牝4黒鹿55 菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 米 Blackstone

Farm LLC 464－101：09．3 2．4�
48 ロードベイリーフ 牡4黒鹿57 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 484＋ 4 〃 クビ 6．7�
510 チェアリングソング 牡4栗 57 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 468－ 61：09．61	 9．4�
35 サンラモンバレー 牡6鹿 57 荻野 極金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488－12 〃 クビ 58．7�
23 タマモティータイム 牝4鹿 55 泉谷 楓真タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B464－ 2 〃 ハナ 9．1�
12 ヤマニンペダラーダ 牡7黒鹿57 
島 良太土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 468－ 81：09．7クビ 29．9	
24 � ライバーバード 牡7芦 57 嶋田 純次馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B512－ 8 〃 クビ 21．5

11 フォイアーロート 牡3青鹿56 秋山真一郎吉田 勝己氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 456－ 41：09．91	 8．8�
611 オースミカテドラル 牡5鹿 57 小崎 綾也�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 464＋ 21：10．0クビ 59．8�
714 エレヴァート 牝4黒鹿55 斎藤 新�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 450－ 41：10．21	 29．2
47 � スーパーウーパー 牝3芦 54 松本 大輝�キーファーズ 森 秀行 米 Calumet

Farm 470＋ 2 〃 アタマ 8．5�
713 ナンヨーアミーコ �8栗 57 木幡 初也中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 428＋ 21：10．3	 26．5�
815 アテンフラワー 牝6青鹿55 和田 翼�マークス 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 482－ 21：10．4クビ 38．5�
816 アーズローヴァー 牝5鹿 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム B466－ 21：10．51 27．1�
59 ペイシャドリーム 牝5鹿 55 木幡 育也北所 直人氏 的場 均 新冠 ラツキー牧場 460－ 21：12．210 170．5�

（15頭）
612 トロワマルス 牝4鹿 55 木幡 巧也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 474－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 58，518，900円 複勝： 69，183，100円 枠連： 35，425，400円
馬連： 136，439，600円 馬単： 52，948，900円 ワイド： 102，336，100円
3連複： 217，327，700円 3連単： 227，856，000円 計： 900，035，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 180円 � 230円 枠 連（3－4） 560円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 390円 �� 690円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 12，360円

票 数

単勝票数 差引計 585189（返還計 29259） 的中 � 188622（1番人気）
複勝票数 差引計 691831（返還計 38568） 的中 � 173384（1番人気）� 91019（2番人気）� 62410（4番人気）
枠連票数 差引計 354254（返還計 769） 的中 （3－4） 48736（1番人気）
馬連票数 差引計1364396（返還計135764） 的中 �� 114742（1番人気）
馬単票数 差引計 529489（返還計 49436） 的中 �� 29904（1番人気）
ワイド票数 差引計1023361（返還計132009） 的中 �� 72521（1番人気）�� 37376（5番人気）�� 20829（13番人気）
3連複票数 差引計2173277（返還計363550） 的中 ��� 40789（6番人気）
3連単票数 差引計2278560（返還計357355） 的中 ��� 13363（12番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―10．7―11．5―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．3―44．8―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F36．0
3 6，3，7－（4，8）－（1，10）－15（9，2，14）（16，5，11）13 4 6－3（4，7）8（1，10）－（2，15）14，5，11（9，16，13）

勝馬の
紹 介

�デトロイトテソーロ �
�
父 Speightstown �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2019．10．21 東京3着

2017．3．30生 牝4黒鹿 母 Bella Traviata 母母 Deceit 14戦4勝 賞金 64，238，000円
〔競走除外〕 トロワマルス号は，枠内駐立不良〔突進〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左臀部打撲傷〕を発症したため競走除外。発走

時刻7分遅延。
〔制裁〕 アーズローヴァー号の騎手吉田隼人は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：5番）

ライバーバード号の騎手嶋田純次は，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：7番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トロワマルス号は，令和3年11月21日から令和3年12月20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17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）17頭 オジョーノキセキ号・グッドジュエリー号・クリッパークラス号・コスモカルナック号・ゴールドチャリス号・

ジャスパージャック号・ショウナンアオゾラ号・ショウナンアリアナ号・シルヴェーヌ号・スイートクラウン号・
トキメキ号・ネクストストーリー号・プリモダルク号・マイネルジェロディ号・マリーナ号・ムスコローソ号・
メイショウミモザ号

3206011月20日 晴 良 （3福島2） 第5日 第12競走 ��1，150�
に し ご う

西 郷 特 別
発走15時55分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス，2．11．21以降3．11．14まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

西郷村長賞（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 476，000円 136，000円 68，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．1
1：06．1

不良
不良

35 ヒートライトニング 牝4栗 52 秋山 稔樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B470－ 81：08．0 21．3�
714 カーテンコール 牝4栗 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 494－181：08．1� 11．7�
24 ゴールドフィンガー 牝3栗 53 水口 優也山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 462－ 61：08．2� 2．9�
36 � ジェットマックス 牡4鹿 56 松本 大輝大野 剛嗣氏 森 秀行 米 C. Kidder

& N. Cole 504－ 21：08．41� 7．9�
713� フ リ ー ド 牝3鹿 53 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 西園 正都 愛 Lynch

Bages Ltd 504－ 21：08．5� 4．8	
816 ハルワタート 牝5黒鹿52 荻野 極�下河辺牧場 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 466－141：08．81� 73．3

48 タイキメサイア 牡6栗 52 原 優介�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 528＋ 4 〃 アタマ 106．7�
59 タマモヒメギミ 牝3鹿 53 国分 恭介タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 492± 01：09．01� 27．2�
611 コーリングローリー 牡4栗 54 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 454＋ 81：09．1� 14．4
11 ア ス カ リ 	5栗 54 吉田 隼人吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B490－ 81：09．2クビ 30．6�
510 エーアイダンサー 牝3鹿 52 菅原 明良岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 434－ 41：09．3� 21．5�
23 セルフメイド 牡3栗 54 杉原 誠人石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 赤田牧場 494＋ 61：09．4� 21．1�
12 アイアムスゴスギル 牡4栗 54 秋山真一郎堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 B500＋ 81：09．61� 21．9�
815 ゲンパチマイティー 牡4鹿 54 亀田 温心平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 510＋ 21：09．81� 9．5�
612
 マリノスピカ 牝5栗 52 小林 脩斗和田 志保氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 492＋141：10．01 95．5�
47 マリノエンブレム 牝3青鹿52 富田 暁矢野 恭裕氏 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 460＋ 41：10．1� 36．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，758，500円 複勝： 58，428，300円 枠連： 20，040，600円
馬連： 79，875，800円 馬単： 30，049，200円 ワイド： 68，443，400円
3連複： 132，923，600円 3連単： 131，645，300円 計： 567，164，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，130円 複 勝 � 520円 � 320円 � 160円 枠 連（3－7） 870円

馬 連 �� 9，640円 馬 単 �� 21，810円

ワ イ ド �� 3，150円 �� 1，470円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 17，280円 3 連 単 ��� 135，370円

票 数

単勝票数 計 457585 的中 � 17172（8番人気）
複勝票数 計 584283 的中 � 23399（9番人気）� 43099（5番人気）� 129118（1番人気）
枠連票数 計 200406 的中 （3－7） 17669（2番人気）
馬連票数 計 798758 的中 �� 6418（37番人気）
馬単票数 計 300492 的中 �� 1033（82番人気）
ワイド票数 計 684434 的中 �� 5467（37番人気）�� 12054（14番人気）�� 14605（7番人気）
3連複票数 計1329236 的中 ��� 5767（52番人気）
3連単票数 計1316453 的中 ��� 705（470番人気）

ハロンタイム 9．5―10．5―11．1―12．0―12．1―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．0―31．1―43．1―55．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．9
3 5（9，14）（4，13）（1，12，16）（3，7，10）（6，8，15）2，11 4 5（4，9，14）13（1，12，16）（6，3，10）（8，7）－（2，15，11）

勝馬の
紹 介

ヒートライトニング �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 Old Trieste デビュー 2019．10．19 東京6着

2017．2．9生 牝4栗 母 マルターズヒート 母母 Heat Is On 18戦3勝 賞金 36，326，000円
〔騎手変更〕 セルフメイド号の騎手木幡巧也は，検査のため杉原誠人に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アッティーヴォ号・コウバコ号・ゴールドクロス号・サツキマス号・メイショウエニシア号・リンカーンテソーロ号・

レイテントロアー号・ワールドイズマイン号



（3福島2）第5日 11月20日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 184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

197，620，000円
1，730，000円
24，200，000円
1，930，000円
21，240，000円
79，794，500円
5，060，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
419，067，400円
541，776，100円
144，604，300円
636，334，900円
271，927，200円
573，839，400円
1，011，658，300円
1，077，497，800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 4，676，705，400円

総入場人員 4，548名 （有料入場人員 2，524名）
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