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10073 5月2日 晴 良 （2福島1） 第7日 第1競走 1，150�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

12 スマートアペックス 牡3青鹿56 �島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス
マート B474± 01：10．2 8．7�

36 ハルハアケボノ 牝3黒鹿 54
53 ☆川又 賢治手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 452－ 81：10．62� 31．1�

59 スリーハーバー 牡3栗 56 勝浦 正樹永井商事� 柄崎 孝 厚真 阿部 栄乃進 496＋101：10．81� 2．1�
35 キモンルビー 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 454－ 81：10．9クビ 109．3�
611 バルドダンサー 牡3栗 56 黛 弘人 �コスモヴューファーム 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 458－ 41：11．0� 7．8	
47 ドバウィビクトリー 牡3鹿 56

53 ▲原 優介後藤 英成氏 稲垣 幸雄 日高 長谷部牧場 464－ 61：11．1� 66．7

815 リ ピ ネ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486－ 4 〃 ハナ 8．2�

510 クリスタルムーヴ 牝3鹿 54
51 ▲小林 凌大伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 メイプルファーム 444＋ 2 〃 クビ 59．1�

713 ペイシャハミング 牝3栗 54
51 ▲山田 敬士北所 直人氏 石栗 龍彦 浦河 梅田牧場 428± 01：11．2クビ 27．1

11 ジューンマウス 牡3栗 56
54 △団野 大成吉川 潤氏 坂口 智康 日高 白井牧場 452＋ 21：11．3� 6．6�

816 タ チ ア オ イ 牝3栗 54
52 ◇藤田菜七子�和田牧場 和田正一郎 浦河 中村 雅明 436± 01：11．62 54．6�

714 メイショウタオ 牡3黒鹿56 �島 良太松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 444－101：11．91� 11．8�
23 グリーンスナップ 牝3栗 54 丹内 祐次石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 芳住 鉄兵 476 ―1：12．11� 72．9�
48 ハ リ ヤ ー ド 牡3黒鹿 56

53 ▲秋山 稔樹�MMC 清水 英克 新ひだか 神垣 道弘 460 ―1：13．05 59．3�
612 ニホンムーティエ 牡3栗 56 原田 和真戸部 政彦氏 小桧山 悟 新ひだか 木村 秀則 412－121：13．21� 330．6�
24 トムピアーズ 牝3黒鹿 54

52 △菅原 明良飯田 正剛氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 468－121：15．4大差 70．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，403，800円 複勝： 37，638，200円 枠連： 8，330，600円
馬連： 39，483，000円 馬単： 18，517，400円 ワイド： 38，741，800円
3連複： 68，840，800円 3連単： 67，427，600円 計： 301，383，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 220円 � 550円 � 120円 枠 連（1－3） 2，900円

馬 連 �� 7，970円 馬 単 �� 15，160円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 440円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 4，970円 3 連 単 ��� 49，030円

票 数

単勝票数 計 224038 的中 � 20481（5番人気）
複勝票数 計 376382 的中 � 38841（4番人気）� 11768（8番人気）� 118097（1番人気）
枠連票数 計 83306 的中 （1－3） 2221（12番人気）
馬連票数 計 394830 的中 �� 3838（21番人気）
馬単票数 計 185174 的中 �� 916（44番人気）
ワイド票数 計 387418 的中 �� 4297（21番人気）�� 24556（3番人気）�� 9122（13番人気）
3連複票数 計 688408 的中 ��� 10372（13番人気）
3連単票数 計 674276 的中 ��� 997（144番人気）

ハロンタイム 9．7―11．0―11．5―12．2―12．6―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．7―32．2―44．4―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．0
3 6（15，16）2（1，14，9）（3，11，10）13，5－7＝8－（4，12） 4 6，2，15（16，9）（1，14）11（3，10）13，5，7＝8－12＝4

勝馬の
紹 介

スマートアペックス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．7．14 中京2着

2017．2．24生 牡3青鹿 母 スマートムービー 母母 ラグジャリー 11戦1勝 賞金 15，080，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トムピアーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月2日まで平地競走に

出走できない。

10074 5月2日 晴 良 （2福島1） 第7日 第2競走 ��1，200�3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
1：07．0
1：06．5

良
良

713 ノーセキュリティ 牡3鹿 56 古川 吉洋竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 498＋ 61：09．7 2．9�
510� デトロイトテソーロ 牝3黒鹿 54

52 △菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 米 Blackstone

Farm LLC 470－ 41：09．91 2．9�
612 ジュネスドール 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 日高 賀張中川牧場 442± 01：10．43 61．1�

24 ポートメイリオン 牝3青 54
52 △団野 大成中村 祐子氏 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 418± 0 〃 クビ 41．8�

816 ジュンジュン 牡3黒鹿56 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 ハシモトフアーム 480＋ 6 〃 アタマ 18．5�
815 ワンダースアダーオ 牝3黒鹿54 菱田 裕二山本 能成氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 440± 01：10．5クビ 94．3	
59 メイリバティ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新千明牧場 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 440－ 21：10．71� 5．9

47 コスモカンツォーネ 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 日高 槇本牧場 430－12 〃 クビ 27．2�
12 クインズラプソディ 牝3鹿 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 大北牧場 438± 01：11．02 19．0
714 シゲルカンムリザ 牝3芦 54 勝浦 正樹森中 蕃氏 石毛 善彦 新冠 長浜 秀昭 432－161：11．1� 107．0�
48 スズボンバー 牡3黒鹿56 柴田 大知森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B438± 01：11．2� 138．9�
35 オレンジブラウニー 牝3鹿 54 横山 武史田頭 勇貴氏 的場 均 日高 新井 昭二 430＋ 2 〃 アタマ 7．0�
611� グロリアスブレイク 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士�レッドマジック田島 俊明 米
Teneri Farm Inc, Bernardo Al-
verez Calderon & Distorted
Humor Syndicate

440－ 21：11．3クビ 160．1�
36 ル ミ ア 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 514＋121：11．62 263．4�
11 ディーバダンス 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 大江原 哲 むかわ 新井牧場 438－ 61：12．34 46．4�
23 ファビュラスライン 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �グリーンファーム黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 436－ 21：14．4大差 41．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，320，300円 複勝： 41，625，700円 枠連： 8，787，200円
馬連： 46，674，000円 馬単： 20，693，000円 ワイド： 42，364，300円
3連複： 72，917，900円 3連単： 69，591，700円 計： 330，974，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 130円 � 1，040円 枠 連（5－7） 340円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，750円 �� 3，090円

3 連 複 ��� 8，650円 3 連 単 ��� 21，970円

票 数

単勝票数 計 283203 的中 � 76449（1番人気）
複勝票数 計 416257 的中 � 75166（2番人気）� 104332（1番人気）� 6347（11番人気）
枠連票数 計 87872 的中 （5－7） 19478（1番人気）
馬連票数 計 466740 的中 �� 76206（1番人気）
馬単票数 計 206930 的中 �� 18381（1番人気）
ワイド票数 計 423643 的中 �� 42431（1番人気）�� 3618（30番人気）�� 3201（31番人気）
3連複票数 計 729179 的中 ��� 6317（27番人気）
3連単票数 計 695917 的中 ��� 2296（61番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―11．7―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．8―46．5―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーセキュリティ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2019．11．16 京都2着

2017．4．26生 牡3鹿 母 ゴールデンオーラ 母母 グリーンヒルマック 7戦1勝 賞金 10，480，000円
〔その他〕 ファビュラスライン号は，競走中に疾病〔鼻出血及び心房細動〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ファビュラスライン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年6月2日まで出走できない。

第１回 福島競馬 第７日



10075 5月2日 晴 良 （2福島1） 第7日 第3競走 1，700�3歳未勝利
発走10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
1：43．1
1：40．9

不良
重

814 シ ャ ル ド ネ 牝3鹿 54 �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 444－ 61：49．3 4．4�

46 ウインクルジニー 牝3鹿 54 長岡 禎仁塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 436＋ 61：49．4� 8．0�
34 ミルキーハート 牝3鹿 54 丹内 祐次伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 454－ 81：49．71� 10．0�
712 ロ ニ セ ラ 牝3青鹿 54

51 ▲亀田 温心前田 葉子氏 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 426＋ 21：49．91 22．3�

59 マ ヤ チ ャ ン 牝3鹿 54
52 △団野 大成瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか チャンピオンズファーム 418－ 4 〃 ハナ 25．6	

35 タガノペルマネンテ 牝3黒鹿 54
53 ☆西村 淳也八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 428＋ 21：50．0� 2．7

610 ヴェリエーロ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �京都ホースレーシング 小崎 憲 浦河 猿橋 義昭 440－ 61：50．31� 19．9�
58 アイムポッシブル 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 450－ 6 〃 ハナ 11．7
23 ナスタチューム 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新 �キャロットファーム 笹田 和秀 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472－141：50．4� 22．7�

815 アポロファルコン 牝3黒鹿 54
53 ☆菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか へいはた牧場 B496＋ 4 〃 ハナ 57．3�

22 ディアデイジー 牝3鹿 54
53 ☆川又 賢治豊井 義次氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 446＋ 41：50．61 114．5�

47 エバーバリュー 牝3黒鹿 54
52 △菅原 明良宇田 豊氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 384－ 41：51．02� 200．7�

11 ノーブルルビー 牝3鹿 54 菱田 裕二吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 484＋ 41：51．74 17．6�
713 マ リ ク シ 牝3黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 454－ 81：52．76 11．2�
（14頭）

611 デルマアイオライト 牝3黒鹿 54
51 ▲原 優介浅沼 廣幸氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 470－16 （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，621，000円 複勝： 39，899，900円 枠連： 7，868，800円
馬連： 38，215，000円 馬単： 18，003，100円 ワイド： 36，945，000円
3連複： 60，769，500円 3連単： 60，196，900円 計： 287，519，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 190円 � 280円 枠 連（4－8） 1，540円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，010円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 5，060円 3 連 単 ��� 21，040円

票 数

単勝票数 差引計 256210（返還計 1183） 的中 � 45684（2番人気）
複勝票数 差引計 398999（返還計 2706） 的中 � 68427（2番人気）� 57177（3番人気）� 31200（4番人気）
枠連票数 差引計 78688（返還計 88） 的中 （4－8） 3940（6番人気）
馬連票数 差引計 382150（返還計 4704） 的中 �� 20341（3番人気）
馬単票数 差引計 180031（返還計 2019） 的中 �� 5590（5番人気）
ワイド票数 差引計 369450（返還計 6131） 的中 �� 18835（3番人気）�� 9218（8番人気）�� 6945（15番人気）
3連複票数 差引計 607695（返還計 14131） 的中 ��� 9003（15番人気）
3連単票数 差引計 601969（返還計 12942） 的中 ��� 2074（45番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．3―43．1―56．2―1：09．3―1：22．4―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．0
1
3
13，14（1，6，5）－4（7，8）（2，10）（9，12）3，15・（13，14，5）4（6，9，12）（2，8）（7，10）3，1，15

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

勝馬の
紹 介

シ ャ ル ド ネ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．10．26 京都11着

2017．4．26生 牝3鹿 母 シャンパンフルート 母母 トランシーフレーズ 3戦1勝 賞金 7，100，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走除外〕 デルマアイオライト号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔左頚部打撲傷〕を発症したため競走除外。発走時刻8分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 デルマアイオライト号は，令和2年5月3日から令和2年6月1日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔3走成績による出走制限〕 ディアデイジー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年7月2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 エルセントロ号
（非抽選馬） 1頭 ワークアンドビート号

10076 5月2日 晴 良 （2福島1） 第7日 第4競走 ��2，770�障害4歳以上未勝利
発走11時20分 （ 芝 ）

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

58 フォワードカフェ 牡8黒鹿60 石神 深一西川 恭子氏 和田 勇介 むかわ 上水牧場 532－ 63：00．4 1．6�
46 � メジャーリーガー 牡7黒鹿60 草野 太郎木村 廣太氏 松山 将樹 新ひだか 木田牧場 494－ 23：02．5大差 12．5�
45 ブライトエンパイア 牡5鹿 60 難波 剛健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 444－103：02．81� 8．9�
69 ジョーカーワイルド 牡5鹿 60 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 510－ 4 〃 クビ 16．7�
57 マイネルバッカーノ 牡4黒鹿59 山本 康志 �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 500± 03：04．39 47．8�
712 ヴェルトゥアル 牡5鹿 60 五十嵐雄祐 	シルクレーシング 稲垣 幸雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 03：05．57 44．3

711 テイエムリボー 牡5青鹿60 黒岩 悠竹園 正繼氏 武 英智 平取 清水牧場 496－ 63：06．13� 4．8�
814 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 460－203：06．31� 72．2�
22 	 マイネルエイブ 牡4鹿 59 伴 啓太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 米 Robert B.
Trussell Jr. 486－103：06．51� 82．9

34 シオンコタン 牝4鹿 57 大江原 圭村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 23：06．6� 183．3�
813 ク ー ザ 牡4鹿 59 高野 和馬ライオンレースホース� 根本 康広 日高 Shall Farm 466－ 63：07．13 175．1�
33 ブルベアリーノ 牡4栗 59 植野 貴也 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 バンブー牧場 486＋103：08．27 43．3�
610 カイラーサナータ 牝4鹿 57 蓑島 靖典	ミルファーム 石毛 善彦 新冠 ヒカル牧場 480± 03：08．94 162．6�
11 リョウランヒーロー 牡6黒鹿60 上野 翔佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 486＋ 4 〃 クビ 11．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，059，100円 複勝： 36，687，000円 枠連： 6，448，000円
馬連： 27，797，900円 馬単： 17，754，100円 ワイド： 24，884，700円
3連複： 48，095，100円 3連単： 71，801，300円 計： 251，527，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 190円 � 230円 枠 連（4－5） 390円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 300円 �� 420円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 6，390円

票 数

単勝票数 計 180591 的中 � 86544（1番人気）
複勝票数 計 366870 的中 � 221710（1番人気）� 23898（3番人気）� 18182（4番人気）
枠連票数 計 64480 的中 （4－5） 12611（2番人気）
馬連票数 計 277979 的中 �� 31795（2番人気）
馬単票数 計 177541 的中 �� 14987（2番人気）
ワイド票数 計 248847 的中 �� 22900（2番人気）�� 15104（3番人気）�� 5104（13番人気）
3連複票数 計 480951 的中 ��� 16036（6番人気）
3連単票数 計 718013 的中 ��� 8143（14番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 51．9－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フォワードカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Boot デビュー 2014．7．6 福島1着

2012．3．20生 牡8黒鹿 母 ベストブート 母母 Bright Tiara 障害：7戦1勝 賞金 23，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時30分に変更。



10077 5月2日 晴 良 （2福島1） 第7日 第5競走 ��2，770�障害4歳以上オープン
発走12時10分 （ 芝 ）
負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
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2：59．3良

711 シゲルピーマン �5鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 神垣 道弘 466± 03：02．3 19．6�
33 ビッグスモーキー 牡5鹿 60 白浜 雄造 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 538－ 23：02．62 2．0�
11 � ホシルミエール �7鹿 60 北沢 伸也永井 孝明氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 478－ 63：03．02� 10．1�
69 メイショウタンヅツ 牡6鹿 60 佐久間寛志松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 480－ 83：03．31	 8．4�
45 マイネルヴァッサー 牡7鹿 60 山本 康志 �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 432± 03：03．4	 68．4	
712 インフルエンサー 牡6鹿 60 小野寺祐太中西 功氏 深山 雅史 浦河 中村 雅明 442＋ 23：03．93 139．0

58 シゲルロウニンアジ 牡7鹿 60 高田 潤森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 494－ 83：04．0� 18．8�
814� ウインリベロ 牡5栗 60 上野 翔�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 428± 03：04．21
 18．5�
813 スリーミュージアム 牡7鹿 60 大江原 圭永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 432－123：04．52 61．7
57 スリーコーズライン 牡4鹿 59 草野 太郎永井商事� 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 460± 03：05．35 156．3�
46 ユキノエルドール 牡6栗 60 蓑島 靖典井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 23：05．72� 102．3�
34 タイセイアプローズ 牡8鹿 60 平沢 健治田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 486＋ 23：05．8� 13．4�
610 ブレスアロット 牡7栗 60 石神 深一吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 472± 03：06．22� 4．8�
22 メイショウバイタル 牡5青鹿60 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 506－103：06．73 16．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，826，200円 複勝： 25，455，500円 枠連： 7，467，900円
馬連： 29，506，000円 馬単： 16，121，500円 ワイド： 28，002，000円
3連複： 54，909，800円 3連単： 64，322，700円 計： 244，611，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 540円 � 120円 � 240円 枠 連（3－7） 2，320円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 9，720円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 2，690円 �� 430円

3 連 複 ��� 7，140円 3 連 単 ��� 71，850円

票 数

単勝票数 計 188262 的中 � 7650（9番人気）
複勝票数 計 254555 的中 � 8165（9番人気）� 81215（1番人気）� 22969（5番人気）
枠連票数 計 74679 的中 （3－7） 2486（11番人気）
馬連票数 計 295060 的中 �� 6652（13番人気）
馬単票数 計 161215 的中 �� 1243（34番人気）
ワイド票数 計 280020 的中 �� 5962（14番人気）�� 2498（32番人気）�� 18120（2番人気）
3連複票数 計 549098 的中 ��� 5766（24番人気）
3連単票数 計 643227 的中 ��� 649（227番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 51．8－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルピーマン �
�
父 サムライハート �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2018．4．7 福島10着

2015．4．19生 �5鹿 母 フォーカルスター 母母 フォーカルプレーン 障害：18戦2勝 賞金 37，519，000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 シゲルサツマイモ号

10078 5月2日 晴 良 （2福島1） 第7日 第6競走 ��1，700�3歳未勝利
発走12時45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
1：43．1
1：40．9

不良
重

59 ネヴァタップアウト 牡3栗 56 横山 武史西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 506－ 41：47．8 1．7�
814 ビップテッペン 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 442－ 81：48．33 16．5�
815 ズ ー ル ー 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子椎名 節氏 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム 470 ―1：49．15 54．2�
611 リアルシング 牡3黒鹿56 �島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 530－ 21：49．2クビ 20．6�
610 クールシャイン 牡3栗 56 柴田 未崎林 進氏 飯田 雄三 浦河 浦河日成牧場 480－ 21：49．3� 25．4�
11 ピエナアルティシア 牝3鹿 54

52 △団野 大成本谷 兼三氏 荒川 義之 日高 白井牧場 448－ 41：49．51� 65．1	
713 リュウグウハヤブサ 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也深澤 朝房氏 渡辺 薫彦 洞�湖 レイクヴィラファーム 494± 0 〃 クビ 15．8

35 オースミカムイ 牡3鹿 56 秋山真一郎�オースミ 渡辺 薫彦 浦河 �川 啓一 478＋ 21：49．6� 12．7�
47 ウォータージョイ 牡3鹿 56 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 484＋ 81：49．81 41．4�
22 ムーンダイアローグ 牡3栗 56

54 △菅原 明良大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 藤原牧場 450± 01：50．22� 10．3
23 	 アンバウンディド 牡3鹿 56 吉田 隼人山口功一郎氏 安田 翔伍 米 Bill Justice B458± 0 〃 クビ 6．4�
58 	 インゴニャーマ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新�グランド牧場 矢作 芳人 米 Godolphin 482－ 81：50．41 53．4�
46 サトノトラスト 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 486 ―1：51．57 25．1�
34 テンカウント 牡3芦 56 難波 剛健藤井聡一郎氏 高橋 義忠 新ひだか チャンピオンズファーム 512 ―1：53．5大差 156．7�
712 ワンダフルライフ 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 460－161：58．1大差 256．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 40，655，300円 複勝： 69，415，000円 枠連： 9，567，600円
馬連： 44，907，700円 馬単： 27，708，600円 ワイド： 48，546，100円
3連複： 74，376，600円 3連単： 107，415，000円 計： 422，591，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 300円 � 950円 枠 連（5－8） 800円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 520円 �� 2，240円 �� 6，880円

3 連 複 ��� 15，420円 3 連 単 ��� 37，360円

票 数

単勝票数 計 406553 的中 � 189684（1番人気）
複勝票数 計 694150 的中 � 360703（1番人気）� 34111（5番人気）� 8867（12番人気）
枠連票数 計 95676 的中 （5－8） 9232（2番人気）
馬連票数 計 449077 的中 �� 27722（5番人気）
馬単票数 計 277086 的中 �� 13492（5番人気）
ワイド票数 計 485461 的中 �� 26201（5番人気）�� 5392（24番人気）�� 1716（56番人気）
3連複票数 計 743766 的中 ��� 3617（48番人気）
3連単票数 計1074150 的中 ��� 2084（112番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．6―43．3―56．4―1：08．7―1：21．7―1：34．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネヴァタップアウト �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．11．9 東京4着

2017．4．13生 牡3栗 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン 4戦1勝 賞金 8，710，000円
〔発走状況〕 ワンダフルライフ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンカウント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月2日まで平地競走に

出走できない。
ワンダフルライフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年7月2日まで平地競
走に出走できない。



10079 5月2日 晴 良 （2福島1） 第7日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・右）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

710� カ サ ー レ 牝5青鹿 55
53 △団野 大成飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 444＋ 41：49．6 14．5�

67 ナンヨーマーズ 牡6鹿 57 丸田 恭介中村 德也氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 B456－ 4 〃 クビ 7．5�
44 レ ロ ー ヴ 牝6鹿 55

53 ◇藤田菜七子今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 512－ 41：49．81� 13．4�
79 � タックボーイ 牡6鹿 57 原田 和真Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 4 〃 ハナ 64．9�
68 マジストラル 牡4鹿 57

56 ☆西村 淳也 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：49．9クビ 3．7�
811 ウインレフィナード 牡4黒鹿57 丹内 祐次	ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 450－ 41：50．11� 4．2

55 タイセイトレンディ �5青鹿 57

54 ▲亀田 温心田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 452＋ 2 〃 クビ 20．9�
812 ブライティアセルバ 牝4黒鹿 55

52 ▲原 優介小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 420± 01：50．2� 3．8�
33 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 410－121：50．62� 31．0
11 � サンマルフラッシュ 牡4黒鹿 57

56 ☆斎藤 新相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム 466± 01：51．66 16．2�
56 � フレンドカグラ 牝6鹿 55

52 ▲山田 敬士横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 山田 昇史 480＋ 41：51．81� 148．1�
22 � タマモケトル 牝4栗 55

53 △菅原 明良松谷 翔太氏 石栗 龍彦 浦河 信成牧場 442＋ 51：52．01� 19．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 22，225，400円 複勝： 31，447，300円 枠連： 8，716，100円
馬連： 35，721，000円 馬単： 17，759，400円 ワイド： 29，546，200円
3連複： 52，815，300円 3連単： 64，507，400円 計： 262，738，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 440円 � 220円 � 430円 枠 連（6－7） 1，560円

馬 連 �� 5，310円 馬 単 �� 11，310円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 2，560円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 18，120円 3 連 単 ��� 148，940円

票 数

単勝票数 計 222254 的中 � 12230（6番人気）
複勝票数 計 314473 的中 � 17268（7番人気）� 43282（4番人気）� 17567（5番人気）
枠連票数 計 87161 的中 （6－7） 4322（7番人気）
馬連票数 計 357210 的中 �� 5205（20番人気）
馬単票数 計 177594 的中 �� 1177（44番人気）
ワイド票数 計 295462 的中 �� 4491（24番人気）�� 2933（31番人気）�� 6105（15番人気）
3連複票数 計 528153 的中 ��� 2185（57番人気）
3連単票数 計 645074 的中 ��� 314（419番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．1―49．4―1：02．4―1：14．7―1：26．5―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9
1
3
11－5－1，10（2，12）8，6，9，4，7，3
11（5，10）（1，12，7）8（2，9，4）6，3

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

勝馬の
紹 介

�カ サ ー レ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キングカメハメハ

2015．3．24生 牝5青鹿 母 ミルフィアタッチ 母母 シジェームサン 9戦1勝 賞金 10，150，000円
初出走 JRA

10080 5月2日 晴 良 （2福島1） 第7日 第8競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・右）（500万円以下）

若手騎手；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

68 マイネルアプラウス 牡4黒鹿 57
54 ▲山田 敬士 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 496± 01：46．7 7．6�
55 フラッグアドミラル 牡6黒鹿 57

55 △菅原 明良岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 474＋ 61：47．12� 2．4�
812 マーベラスアゲン 牡4鹿 57

56 ☆川又 賢治浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 笠松牧場 472－ 61：47．84 16．3�
67 ス ズ カ ゼ 牝6鹿 55

54 ☆菊沢 一樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 482－ 21：48．54 22．5�

811 カズマークセン 牡4鹿 57 横山 武史合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 追分ファーム 502－ 21：48．81� 4．0�
710 マテラサンオウ 牡4黒鹿57 �島 克駿大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 448± 01：48．9� 4．2	
56 � ヤークトボマー 牡4栗 57

56 ☆斎藤 新西森 鶴氏 中川 公成 新ひだか ニシケンフアーム 470＋ 6 〃 クビ 36．9

11 プログレスシチー �7鹿 57

54 ▲秋山 稔樹 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 新ひだか カタオカフアーム 464－ 41：49．32� 106．0�
33 � ウラカワノオト 牡4鹿 57

54 ▲原 優介 �京都ホースレーシング 奥村 武 様似 様似渡辺牧場 440± 01：49．5� 69．2�
79 ボーイズオブサマー 牡4栗 57

54 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 512－ 41：49．82 136．9

44 レ サ イ ヤ 牡4黒鹿 57
54 ▲亀田 温心落合 稔氏 今野 貞一 厚真 阿部 栄乃進 B488－ 61：50．01	 34．2�

22 ユーフォニー 牝4青鹿 55
53 ◇藤田菜七子前田 葉子氏 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 81：51．59 28．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，076，400円 複勝： 33，652，800円 枠連： 6，571，200円
馬連： 39，952，300円 馬単： 21，715，600円 ワイド： 35，290，600円
3連複： 57，873，400円 3連単： 81，965，300円 計： 306，097，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 170円 � 120円 � 340円 枠 連（5－6） 650円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，510円 �� 990円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 23，240円

票 数

単勝票数 計 290764 的中 � 30385（4番人気）
複勝票数 計 336528 的中 � 47148（3番人気）� 102159（1番人気）� 16879（6番人気）
枠連票数 計 65712 的中 （5－6） 7745（3番人気）
馬連票数 計 399523 的中 �� 31359（4番人気）
馬単票数 計 217156 的中 �� 6720（9番人気）
ワイド票数 計 352906 的中 �� 29439（3番人気）�� 5553（17番人気）�� 8745（11番人気）
3連複票数 計 578734 的中 ��� 10813（14番人気）
3連単票数 計 819653 的中 ��� 2557（69番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―30．5―43．0―55．8―1：08．4―1：21．1―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルアプラウス �
�
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 2018．6．30 福島4着

2016．5．5生 牡4黒鹿 母 ファインビンテージ 母母 オークヴィンテージ 22戦2勝 賞金 21，650，000円
〔その他〕 ウラカワノオト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ウラカワノオト号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年6月2日まで出走できない。
※ヤークトボマー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



10081 5月2日 晴 良 （2福島1） 第7日 第9競走 1，150�4歳以上1勝クラス
発走14時15分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

713 サウンドカナロア 牡4鹿 57
56 ☆川又 賢治増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B476＋ 21：08．5 3．4�

36 ハナブショウ 牝4鹿 55
54 ☆斎藤 新河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 452－ 41：08．71� 3．9�

611 ア ポ ロ ア ミ 牝5鹿 55
53 △菅原 明良アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 466± 01：09．76 10．7�

816� アメリカズハート 牝5栗 55 吉田 隼人栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか U・M・A 466＋ 4 〃 ハナ 52．4�
59 ウォーターマゼラン 牡4芦 57

56 ☆西村 淳也山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 B504± 01：09．8� 61．4�
23 � ハ ル メ キ 牝5黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新冠 三村 卓也 450－ 61：10．01� 6．2	

48 シンゼンマックス 牡4栗 57
55 △団野 大成原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 474－ 61：10．1� 8．0


12 シルヴァーメテオ 牡6芦 57
54 ▲山田 敬士ライオンレースホース� 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 502± 0 〃 クビ 39．8�

35 ケイゴールド 牝4青鹿 55
52 ▲小林 凌大布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 474－ 21：10．31 192．5�

24 � モンアムール 牝5黒鹿55 �島 克駿平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 438－ 71：10．4� 60．5
510 ホ マ レ 牝5鹿 55 横山 武史 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 増本 良孝 456＋ 41：10．93 7．0�
714 ロマンスマジック 牝6栗 55 嶋田 純次�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 440－ 81：11．0クビ 81．4�
612 ブルーコーラル 牝4栗 55

53 ◇藤田菜七子 �ローレルレーシング 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 432－ 21：11．1� 28．8�
11 ダディフィンガー 牡4鹿 57

54 ▲原 優介野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 496－ 81：11．2� 39．5�
47 � ト ッ プ ギ ア 牡5鹿 57 原田 和真 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 B452－ 61：11．62� 191．3�
815 ゴールデンヘイロー 牡4栗 57 長岡 禎仁�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム B478－ 81：12．87 45．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，106，700円 複勝： 40，540，900円 枠連： 8，732，400円
馬連： 48，409，400円 馬単： 20，916，000円 ワイド： 43，781，900円
3連複： 76，338，400円 3連単： 82，943，300円 計： 351，769，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 150円 � 250円 枠 連（3－7） 670円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 300円 �� 850円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 7，690円

票 数

単勝票数 計 301067 的中 � 70537（1番人気）
複勝票数 計 405409 的中 � 80446（1番人気）� 79031（2番人気）� 32737（6番人気）
枠連票数 計 87324 的中 （3－7） 9961（1番人気）
馬連票数 計 484094 的中 �� 53408（1番人気）
馬単票数 計 209160 的中 �� 12419（1番人気）
ワイド票数 計 437819 的中 �� 42033（1番人気）�� 12365（12番人気）�� 12473（11番人気）
3連複票数 計 763384 的中 ��� 21986（6番人気）
3連単票数 計 829433 的中 ��� 7818（6番人気）

ハロンタイム 9．6―11．0―11．2―12．0―12．1―12．6

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．7
3 6（13，16）15（3，4，8，10，14）9，5（1，12，7）－2，11 4 6，13－16，4（3，8，10，14）（5，15，9）－（2，1，12）（11，7）

勝馬の
紹 介

サウンドカナロア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．1．20 中京10着

2016．5．1生 牡4鹿 母 ミッドナイトダンス 母母 オレンジジャスミン 9戦1勝 賞金 12，500，000円
［他本会外：3戦1勝］

〔その他〕 ゴールデンヘイロー号は，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。

10082 5月2日 晴 良 （2福島1） 第7日 第10競走 ��1，200�し ゃ く な げ 賞
発走14時50分 （芝・右）

3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

24 ベッラヴォルタ 牝3栗 54 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 472－101：09．5 30．3�
59 ローランダー 牝3栗 54 団野 大成山下 良子氏 湯窪 幸雄 熊本 本田 土寿 456± 0 〃 クビ 9．4�
47 マイネルヘルト 牡3青鹿56 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 408－ 4 〃 アタマ 25．3�
612 レインボービーム 牡3黒鹿56 勝浦 正樹北原光一郎氏 加藤 和宏 新ひだか カタオカステーブル 468－ 21：09．6クビ 12．4�
36 テーオーソクラテス 牡3鹿 56 古川 吉洋小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 456－ 61：09．81 6．6�
510 ア ビ エ ル ト 牡3鹿 56 菅原 明良野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 富田牧場 476－ 81：09．9� 8．1	
48 リッチクレマチス 牝3青 54 山田 敬士長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 北星村田牧場 448－ 2 〃 アタマ 16．3

713 バトルカグヤ 牝3鹿 54 黛 弘人宮川 秋信氏 本田 優 浦河 小林 仁 448－ 2 〃 クビ 13．2�
23 インザムービー 牝3鹿 54 横山 武史安原 浩司氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 468－ 4 〃 クビ 4．0�
12 メルテッドハニー 牝3黒鹿54 斎藤 新田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 380－141：10．11� 5．2
611 キ ラ ー ビ ー 牡3鹿 56 柴山 雄一中丸 裕嗣氏 青木 孝文 浦河 上山牧場 428－141：10．2� 183．2�
714 ミーハディビーナ 牝3青鹿54 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 426± 01：10．41� 32．0�
35 � アスタウンデッド 牡3鹿 56 藤田菜七子中村 智幸氏 小島 茂之 浦河 丸村村下

ファーム 410－ 21：10．72 28．1�
11 ディーズローリエ 牝3黒鹿54 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 434＋ 41：10．8� 28．9�
816 オイデヤスダイジン 牝3鹿 54 原田 和真ニットー商事� 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 448－101：11．01� 41．7�
815 コパノライダー 牡3青鹿56 川又 賢治小林 照弘氏 斎藤 誠 新ひだか へいはた牧場 444－101：11．31� 61．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，862，000円 複勝： 55，328，200円 枠連： 17，537，600円
馬連： 76，767，000円 馬単： 29，862，100円 ワイド： 66，905，500円
3連複： 132，278，700円 3連単： 126，761，100円 計： 542，302，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，030円 複 勝 � 850円 � 310円 � 710円 枠 連（2－5） 940円

馬 連 �� 11，350円 馬 単 �� 28，490円

ワ イ ド �� 3，260円 �� 4，440円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 68，650円 3 連 単 ��� 419，640円

票 数

単勝票数 計 368620 的中 � 9716（12番人気）
複勝票数 計 553282 的中 � 15914（11番人気）� 52680（5番人気）� 19604（9番人気）
枠連票数 計 175376 的中 （2－5） 14351（2番人気）
馬連票数 計 767670 的中 �� 5241（46番人気）
馬単票数 計 298621 的中 �� 786（118番人気）
ワイド票数 計 669055 的中 �� 5294（45番人気）�� 3871（62番人気）�� 5881（38番人気）
3連複票数 計1322787 的中 ��� 1445（245番人気）
3連単票数 計1267611 的中 ��� 219（1436番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．1―11．7―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―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4F46．6―3F35．5
3 3（15，7）8（14，6，13）（1，2，5，9，16）12，4，10－11 4 3（15，7）（8，14，6，13）（2，9）（1，4，12）（5，16，10）－11

勝馬の
紹 介

ベッラヴォルタ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2019．6．16 阪神2着

2017．2．10生 牝3栗 母 ミルククラウン 母母 Sky Crown 9戦2勝 賞金 20，285，000円
※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。
（非当選馬） 5頭 ヴェントヴォーチェ号・エコロアーサー号・グッドマックス号・ビオグラフィー号・メイショウユリシス号



10083 5月2日 晴 良 （2福島1） 第7日 第11競走 ��1，800�福 島 放 送 賞
発走15時25分 （芝・右）

4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減
福島放送賞（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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

712 カフジジュピター 牡4鹿 57 川又 賢治加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 450－ 41：47．6 7．6�
59 リトミカメンテ 牝4栗 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 41：48．02� 5．9�
58 ラストヌードル 牡4鹿 57 横山 武史増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 クビ 4．5�
23 ダディーズトリップ 牡4青 57 菱田 裕二田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 452± 01：48．1� 4．1�
610 マ ハ ヴ ィ ル 牡5鹿 57 柴山 雄一 �社台レースホース上村 洋行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 21：48．2� 12．6�
47 ハギノカエラ 牝7栗 55 �島 克駿安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 426－ 41：48．41	 15．3	
814 マイエンフェルト 牝4鹿 55 団野 大成 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 448＋101：48．61 25．2

34 アグネススターダム 牡7栗 57 斎藤 新渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 454＋ 21：48．81	 49．2�
713
 ハ ナ ザ カ リ 牝5黒鹿55 柴田 大知岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田牧場 496＋ 8 〃 ハナ 159．5�
11 ギ ル マ 牡4鹿 57 勝浦 正樹ケーエスHD 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 B488－ 21：49．01 34．6
22 ムーンレイカー 牡5鹿 57 森 一馬門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 482－ 21：49．1� 59．5�
35 シベリアンタイガー �9鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 増本 良孝 484－ 4 〃 ハナ 105．1�
611� ヴィエナブロー 牝4黒鹿55 藤田菜七子吉田 千津氏 林 徹 仏 Mr Hubert

Mazeaud 452－ 21：49．2クビ 39．6�
815 ヴァンベールシチー �6栗 57 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 412－101：49．41� 81．0�
46 カヌメラビーチ 牡4芦 57 西村 淳也金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 洞湖 レイクヴィラファーム B474－ 41：49．61	 5．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 52，158，400円 複勝： 83，185，500円 枠連： 28，876，500円
馬連： 149，306，300円 馬単： 52，368，500円 ワイド： 98，268，400円
3連複： 241，588，000円 3連単： 258，236，700円 計： 963，988，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 250円 � 190円 � 190円 枠 連（5－7） 1，070円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 4，740円

ワ イ ド �� 850円 �� 810円 �� 530円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 26，100円

票 数

単勝票数 計 521584 的中 � 54199（5番人気）
複勝票数 計 831855 的中 � 76719（5番人気）� 115721（4番人気）� 123569（2番人気）
枠連票数 計 288765 的中 （5－7） 20860（4番人気）
馬連票数 計1493063 的中 �� 50143（9番人気）
馬単票数 計 523685 的中 �� 8285（17番人気）
ワイド票数 計 982684 的中 �� 29171（9番人気）�� 30505（7番人気）�� 49243（5番人気）
3連複票数 計2415880 的中 ��� 46773（9番人気）
3連単票数 計2582367 的中 ��� 7173（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．4―48．9―1：00．8―1：12．9―1：24．9―1：36．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カフジジュピター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．11．18 京都1着

2016．2．1生 牡4鹿 母 レインデート 母母 Missed the Storm 15戦3勝 賞金 39，190，000円
〔発走状況〕 リトミカメンテ号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔制裁〕 カヌメラビーチ号の騎手西村淳也は，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50，000円。（被害馬：15番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 リトミカメンテ号は，令和2年5月3日から令和2年5月24日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。

10084 5月2日 晴 良 （2福島1） 第7日 第12競走 1，200�
き た か た

喜 多 方 特 別
発走16時00分 （芝・右）

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

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

58 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 470＋181：09．3 4．9�
713 バカラクイーン 牝4栗 55 吉田 隼人�三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 476－ 41：09．4� 5．5�
22 プロスペリティ 牝4黒鹿55 嶋田 純次 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B444－181：09．61� 37．9�
47 � ディスパーション 牝6栗 55 団野 大成村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 472＋ 61：09．7� 14．7�
46 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 462＋ 4 〃 アタマ 6．8�
59 � モ テ モ テ 牝4鹿 55 古川 吉洋�イクタ 南井 克巳 新冠 村本牧場 458± 0 〃 アタマ 52．0	
712 ミッキーパパイア 牝5黒鹿55 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 468－ 21：09．91 7．1

611 メイショウオニテ 牡4青鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 460± 0 〃 ハナ 28．6�
23 � モエレコネクター 牡4鹿 57 丸田 恭介中村 時子氏 大竹 正博 新冠 有限会社 大

作ステーブル 508－10 〃 アタマ 3．7�
34 ドゥモワゼル 牝6鹿 55 山田 敬士小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 464＋ 2 〃 クビ 116．0
814� スーパーノーマル 牝5黒鹿55 原田 和真 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 安平 追分ファーム 460± 01：10．0� 14．4�
610� ガビーズドリーム 牡4鹿 57 黛 弘人長島 和彦氏 中野 栄治 新ひだか 前田牧場 464－ 2 〃 クビ 69．1�
35 グリニッチヴィレジ 牝7黒鹿55 横山 武史 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 430± 01：10．1� 35．2�
815� サウンドオブビット 牡7鹿 57 木幡 初也馬場 祥晃氏 松永 康利 浦河 大北牧場 478± 01：10．31� 74．0�
11 マイネルパッセ 牡7栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B466＋ 21：12．8大差 31．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 47，273，100円 複勝： 63，187，600円 枠連： 19，317，700円
馬連： 90，569，300円 馬単： 33，767，100円 ワイド： 70，322，300円
3連複： 147，344，700円 3連単： 155，214，600円 計： 626，996，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 210円 � 930円 枠 連（5－7） 700円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 630円 �� 3，400円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 18，010円 3 連 単 ��� 68，780円

票 数

単勝票数 計 472731 的中 � 76195（2番人気）
複勝票数 計 631876 的中 � 96810（2番人気）� 85450（3番人気）� 13531（11番人気）
枠連票数 計 193177 的中 （5－7） 21214（3番人気）
馬連票数 計 905693 的中 �� 45853（3番人気）
馬単票数 計 337671 的中 �� 9180（4番人気）
ワイド票数 計 703223 的中 �� 30812（3番人気）�� 5139（37番人気）�� 5278（34番人気）
3連複票数 計1473447 的中 ��� 6133（55番人気）
3連単票数 計1552146 的中 ��� 1636（213番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．0―11．7―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．2―45．9―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーブルワークス �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．3．2 阪神9着

2016．4．9生 牝4鹿 母 ローズノーブル 母母 ヴィアンローズ 8戦2勝 賞金 22，883，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルパッセ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月2日まで平地競走

に出走できない。



（2福島1）第7日 5月2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 175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

190，410，000円
3，020，000円
17，230，000円
1，620，000円
21，120，000円
71，884，500円
6，464，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
371，587，700円
558，063，600円
138，221，600円
667，308，900円
295，186，400円
563，598，800円
1，088，148，200円
1，210，383，600円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，892，498，800円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回福島競馬第7日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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