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

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

良
良

712 ロ マ ネ ス ク 牝2青鹿54 �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 428－ 21：10．5 2．6�

58 ア ル カ ウ ン 牝2栗 54
52 △斎藤 新 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 浦河 笹島 智則 426± 01：10．71� 2．8�

23 シ ャ ル ロ ワ 牝2鹿 54
53 ☆菊沢 一樹 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 追分ファーム 474－ 21：10．8� 5．6�

814 メ シ ア ン 牝2栗 54
51 ▲団野 大成梶本 尚嗣氏 和田 勇介 新ひだか 金 球美 436－ 21：10．9� 14．9�

11 ハヤブサピアーノ 牝2栗 54
51 ▲菅原 明良武田 修氏 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 458＋ 41：11．64 7．8	

815 ヨシノパナギア 牝2青鹿54 丹内 祐次清水 義德氏 宗像 義忠 新ひだか 木田牧場 484－ 21：11．7クビ 33．6

35 ハンデンラファール 牝2黒鹿54 岩部 純二坂田 行夫氏 石毛 善彦 新ひだか 松田牧場 450＋ 21：11．8� 44．9�
610 カンタベリーアロマ 牝2鹿 54 伴 啓太峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 428＋ 41：11．9� 60．4�
59 アスピラシオン 牝2芦 54

51 ▲小林 凌大髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 大江牧場 360－ 61：12．43 266．7
47 ハーツデライト 牝2栗 54 黛 弘人 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム B444－ 41：12．5クビ 333．6�
34 カシノアジュライト 牝2鹿 54 西田雄一郎柏木 務氏 加藤士津八 浦河 フクオカファーム B512＋261：12．92� 126．8�
713 シンキングアイル 牝2栗 54

51 ▲大塚 海渡佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 458－ 41：13．0クビ 370．1�
46 プリティーハート 牝2栗 54

53 ☆川又 賢治堀口 晴男氏 本間 忍 日高 日西牧場 402－ 41：13．42� 229．5�
611 ナムラアロハ 牝2鹿 54

53 ☆横山 武史奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 374－ 61：13．5クビ 244．1�
（14頭）

22 テンサイドカップ 牝2鹿 54 丸山 元気天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 460＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 20，690，900円 複勝： 29，900，400円 枠連： 7，828，700円
馬連： 28，629，200円 馬単： 15，890，300円 ワイド： 24，433，400円
3連複： 37，037，200円 3連単： 46，174，500円 計： 210，584，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（5－7） 340円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 150円 �� 290円 �� 330円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 1，870円

票 数

単勝票数 差引計 206909（返還計 14294） 的中 � 65765（1番人気）
複勝票数 差引計 299004（返還計 22020） 的中 � 100081（1番人気）� 83348（2番人気）� 29955（4番人気）
枠連票数 差引計 78287（返還計 1337） 的中 （5－7） 17351（1番人気）
馬連票数 差引計 286292（返還計 56981） 的中 �� 70789（1番人気）
馬単票数 差引計 158903（返還計 30120） 的中 �� 22847（1番人気）
ワイド票数 差引計 244334（返還計 51109） 的中 �� 51485（1番人気）�� 18708（3番人気）�� 16128（4番人気）
3連複票数 差引計 370372（返還計154932） 的中 ��� 51514（1番人気）
3連単票数 差引計 461745（返還計194541） 的中 ��� 17813（2番人気）

ハロンタイム 9．7―10．9―12．0―12．6―12．5―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．6―32．6―45．2―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．9
3 5（8，12）（1，3，14，15）－（6，9）11（7，10）＝13－4 4 ・（5，8，12）（1，3，14，15）－（6，9）10（7，11）＝4，13

勝馬の
紹 介

ロ マ ネ ス ク �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．10．19 京都2着

2017．3．28生 牝2青鹿 母 カスクドール 母母 キュンティア 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走除外〕 テンサイドカップ号は，馬場入場後に疾病〔左前腕部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。

3200211月2日 晴 良 （1福島3） 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 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．8

良
良

11 � フィールフォーユー 牝2鹿 54 横山 和生飯田 正剛氏 須貝 尚介 米 Barron-
stown Stud 472± 01：08．9 8．0�

814 ゴールデンエポック 牡2栗 55
54 ☆横山 武史ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 21：09．21� 2．7�
610 エターナルダイヤ 牡2栗 55 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 21：09．62� 17．4�
23 リーディングレディ 牝2栗 54

51 ▲菅原 明良 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 21：09．7� 12．3�

59 ラファームソルティ 牝2鹿 54 丸田 恭介 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 �川 啓一 428± 01：10．12� 5．5	
611 クラウンコジーン 牡2鹿 55 石川裕紀人矢野 恭裕氏 蛯名 利弘 日高 クラウン日高牧場 442－ 41：10．31� 317．1

22 ヤエノロータス 牡2鹿 55

52 ▲小林 凌大柳田 英子氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 470－121：10．4� 101．2�
713 ユークレース 牝2鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 452－ 41：10．61	 8．7�
58 コスモトップガン 牡2黒鹿55 黛 弘人岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 日高 川島 正広 472＋ 21：10．7� 67．0
47 サツキオーゴン 牝2黒鹿54 荻野 極小野 博郷氏 石栗 龍彦 浦河 鎌田 正嗣 422－101：10．8クビ 83．7�
46 ショウナンサモン 牡2栗 55

53 △斎藤 新国本 哲秀氏 大竹 正博 日高 木村牧場 488－ 21：11．01	 7．2�
34 ミコキャビンクルー 牝2黒鹿54 岩部 純二古賀 慎一氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 義浩 460－ 41：11．1� 52．4�
35 モンテスデラルーナ 牝2鹿 54 西田雄一郎窪田 康志氏 加藤士津八 新ひだか 千代田牧場 458± 01：11．2� 16．2�
815 マイネルフェラッカ 牡2黒鹿55 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 518－ 4 〃 ハナ 159．1�
712 バ ー ナ ム 牡2栗 55 木幡 初也松谷 翔太氏 石栗 龍彦 浦河 信岡牧場 444± 01：12．05 397．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，060，500円 複勝： 24，002，100円 枠連： 6，943，500円
馬連： 29，623，900円 馬単： 14，738，000円 ワイド： 24，238，100円
3連複： 43，658，400円 3連単： 47，928，800円 計： 209，193，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 230円 � 140円 � 420円 枠 連（1－8） 1，100円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，780円 �� 960円

3 連 複 ��� 5，630円 3 連 単 ��� 28，220円

票 数

単勝票数 計 180605 的中 � 18889（4番人気）
複勝票数 計 240021 的中 � 24614（4番人気）� 57607（1番人気）� 11319（8番人気）
枠連票数 計 69435 的中 （1－8） 4870（4番人気）
馬連票数 計 296239 的中 �� 21214（3番人気）
馬単票数 計 147380 的中 �� 4311（7番人気）
ワイド票数 計 242381 的中 �� 14508（3番人気）�� 3298（21番人気）�� 6360（15番人気）
3連複票数 計 436584 的中 ��� 5807（20番人気）
3連単票数 計 479288 的中 ��� 1231（88番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．0―11．6―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．6―45．2―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フィールフォーユー �
�
父 War Front �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2019．6．23 函館8着

2017．1．30生 牝2鹿 母 Easy Feeling 母母 Wonder Woman 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔その他〕 モンテスデラルーナ号は，競走中に疾病〔右寛骨複骨折〕を発症し，入線後転倒。なお，同馬は予後不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バーナム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月2日まで平地競走に出

走できない。

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

第３回 福島競馬 第１日



3200311月2日 晴 良 （1福島3） 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）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

44 ファステンバーグ 牝4青鹿55 荻野 極上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 460－ 61：47．5 10．3�
66 ハクサンライラック 牝3栗 53

50 ▲団野 大成河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 486± 01：47．82 2．6�
77 サツキワルツ 牝4鹿 55 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 452－ 4 〃 クビ 5．4�
89 プリカジュール 牝3鹿 53 �島 克駿�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 520＋101：47．9� 6．7�
55 � マリノエクスプレス 牝4黒鹿 55

54 ☆川又 賢治矢野 雅子氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 434＋ 61：48．43 73．6�
78 アドマイヤクィーン 牝4鹿 55 丸山 元気近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474－ 21：48．5� 23．1	
33 シャルロッテミノル 牝3鹿 53

50 ▲菅原 明良吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 522－121：48．81� 7．1

810 チアフルローズ 牝3青鹿53 丹内 祐次ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 460－ 61：49．33 11．7�
22 キクノロージズ 牝4芦 55

53 △斎藤 新菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 488＋ 1 〃 アタマ 8．4�
11 チェリッシュユー 牝3黒鹿53 菱田 裕二ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 41：49．4クビ 24．5
（10頭）

売 得 金
単勝： 17，096，000円 複勝： 23，517，900円 枠連： 6，435，500円
馬連： 28，780，000円 馬単： 15，573，400円 ワイド： 21，787，000円
3連複： 41，077，000円 3連単： 56，657，700円 計： 210，924，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 220円 � 120円 � 160円 枠 連（4－6） 1，280円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 430円 �� 680円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 11，660円

票 数

単勝票数 計 170960 的中 � 13159（6番人気）
複勝票数 計 235179 的中 � 20839（7番人気）� 64508（1番人気）� 36948（2番人気）
枠連票数 計 64355 的中 （4－6） 3888（6番人気）
馬連票数 計 287800 的中 �� 17494（5番人気）
馬単票数 計 155734 的中 �� 3645（10番人気）
ワイド票数 計 217870 的中 �� 12654（4番人気）�� 7478（9番人気）�� 21950（1番人気）
3連複票数 計 410770 的中 ��� 21758（2番人気）
3連単票数 計 566577 的中 ��� 3522（34番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．4―13．4―12．8―12．1―12．9―13．0―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．5―43．9―56．7―1：08．8―1：21．7―1：34．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファステンバーグ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Bellamy Road デビュー 2017．10．28 京都15着

2015．4．21生 牝4青鹿 母 ヴィクトリアズワイルドキャット 母母 Flaming Mirage 25戦2勝 賞金 25，300，000円

3200411月2日 晴 良 （1福島3） 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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� 基準タイム2：57．4良

813 ケイココサージュ 牝4芦 58 黒岩 悠 �コロンバスサークル 高柳 大輔 新ひだか 藤沢牧場 464＋483：02．5 64．8�
46 � リボンナイト 牡5鹿 60 田村 太雅吉田 勝利氏 村山 明 新冠 ハクツ牧場 434－ 43：02．71� 4．7�
45 � メイショウボンロク 牡8栗 60 中村 将之松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 504－ 63：03．44 9．2�
22 � トーコーブリザード 牡6芦 60 北沢 伸也森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか 岡田スタツド 478－ 43：03．5� 10．7�
69 ニシノオクタゴン 牡4青鹿60 江田 勇亮西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 480± 03：05．3大差 3．9�
34 � クリノハプスブルク 牡5鹿 60 大庭 和弥栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 諏訪牧場 450－ 43：05．4クビ 39．7	
814 ブルベアリーノ 牡3栗 58 植野 貴也 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 バンブー牧場 476＋103：06．25 49．3

610 サブライムカイザー 牡7鹿 60 金子 光希 �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 494－103：09．5大差 4．6�
57 バシクンレッツゴー 牡3栗 58 大江原 圭石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 498＋ 63：09．6クビ 157．7�
711 カシノティーダ 牝3青鹿56 熊沢 重文柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 本田 土寿 488± 03：14．2大差 33．2
58 � ブルベアブルーノ 牡3栗 58 上野 翔森中 蕃氏 的場 均 浦河 王蔵牧場 532＋103：17．1大差 118．8�
712 ネイビーブルー 牡6鹿 60 石神 深一青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 508－ 63：17．63 6．8�
33 クリノブラックオー 	3鹿 58 草野 太郎栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 三輪牧場 476－ 23：18．55 135．1�
11 ギブアンドテイク 	8栗 60 五十嵐雄祐嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 浦河 昭和牧場 478＋ 2 （競走中止） 9．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，701，300円 複勝： 14，749，400円 枠連： 9，222，600円
馬連： 23，843，100円 馬単： 12，122，900円 ワイド： 16，607，800円
3連複： 38，100，100円 3連単： 44，168，400円 計： 172，515，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，480円 複 勝 � 940円 � 190円 � 250円 枠 連（4－8） 3，450円

馬 連 �� 13，990円 馬 単 �� 34，960円

ワ イ ド �� 3，420円 �� 4，650円 �� 660円

3 連 複 ��� 25，670円 3 連 単 ��� 222，370円

票 数

単勝票数 計 137013 的中 � 1689（11番人気）
複勝票数 計 147494 的中 � 3183（9番人気）� 24632（2番人気）� 15843（5番人気）
枠連票数 計 92226 的中 （4－8） 2067（13番人気）
馬連票数 計 238431 的中 �� 1320（35番人気）
馬単票数 計 121229 的中 �� 260（72番人気）
ワイド票数 計 166078 的中 �� 1211（32番人気）�� 886（40番人気）�� 6925（4番人気）
3連複票数 計 381001 的中 ��� 1113（67番人気）
3連単票数 計 441684 的中 ��� 144（515番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 51．8－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ケイココサージュ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Lost Soldier デビュー 2017．8．20 小倉4着

2015．3．23生 牝4芦 母 シークレットコサージュ 母母 Slew’s Corsage 障害：3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 ギブアンドテイク号は，4号障害〔ハードル〕飛越後，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
※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。
（非抽選馬） 3頭 ジャスパーゲラン号・ゼンノサーベイヤー号・ダンツカホウ号



3200511月2日 晴 良 （1福島3） 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 � エアカーディナル 牡8鹿 61 高田 潤 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 498＋ 23：42．1 4．9�
69 ムーンクレスト 牡7鹿 60 平沢 健治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 470＋ 2 〃 クビ 3．4�
34 リングオブハピネス 牝6栗 58 佐久間寛志五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 482－123：42．31� 20．0�
33 トゥルーハート �6黒鹿61 白浜 雄造 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 462＋ 6 〃 アタマ 3．4�
22 � シゲルクロカジキ 牡6鹿 61 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 522－ 83：42．51� 26．2�
712 マイネルヴァッサー 牡6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 422－103：42．6クビ 53．0	
45 � サダムドミニック �5黒鹿60 森 一馬大西 定氏 平田 修 浦河 杵臼牧場 440－10 〃 クビ 9．1

58 トーアディラン �6栗 61 石神 深一高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 488＋ 83：43．02	 19．1�
57 ナリノレーヴドール 牡4鹿 60 金子 光希成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 454± 03：43．1クビ 20．3�
46 アドマイヤフォルム 牡6黒鹿61 小坂 忠士近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 484＋ 23：43．31� 18．7
813 シーライオン 牡5黒鹿60 北沢 伸也石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 小泉牧場 486－ 23：43．51� 18．8�
711 メイショウゴウキ �5黒鹿60 熊沢 重文松本 和子氏 上村 洋行 安平 
橋本牧場 476± 03：44．24 34．9�
814 ホウオウカーニバル 牡4鹿 60 上野 翔小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 464－ 23：44．84 153．2�
610 エレガントクルーズ 牝4芦 58 小野寺祐太 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 526－ 43：45．54 83．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，799，800円 複勝： 21，181，700円 枠連： 9，282，500円
馬連： 29，992，000円 馬単： 16，162，200円 ワイド： 24，854，200円
3連複： 52，974，700円 3連単： 61，999，700円 計： 232，246，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 160円 � 490円 枠 連（1－6） 890円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，400円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 6，690円 3 連 単 ��� 28，190円

票 数

単勝票数 計 157998 的中 � 25485（3番人気）
複勝票数 計 211817 的中 � 36400（3番人気）� 41132（2番人気）� 8052（9番人気）
枠連票数 計 92825 的中 （1－6） 8058（3番人気）
馬連票数 計 299920 的中 �� 27321（3番人気）
馬単票数 計 161622 的中 �� 6513（6番人気）
ワイド票数 計 248542 的中 �� 19069（3番人気）�� 4312（18番人気）�� 3320（24番人気）
3連複票数 計 529747 的中 ��� 5935（21番人気）
3連単票数 計 619997 的中 ��� 1594（75番人気）
上り 1マイル 1：45．1 4F 51．3－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エアカーディナル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Grand Lodge

2011．4．5生 牡8鹿 母 エアセイレン 母母 カ ラ キ ー ア 障害：13戦3勝 賞金 48，150，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 トーアディラン号の騎手五十嵐雄祐は，第4競走での落馬負傷のため石神深一に変更。
〔制裁〕 トゥルーハート号の騎手白浜雄造は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ランドハイパワー号
（非抽選馬） 3頭 シゲルロウニンアジ号・トラキアンコード号・ヤマタケジャイアン号

3200611月2日 晴 良 （1福島3） 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）（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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

812 パ レ ニ ア 牝3鹿 53
50 ▲団野 大成今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 494± 01：46．5 3．0�

811 ダノングリスター 牡3鹿 55
54 ☆横山 武史�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム 500＋ 81：46．92� 3．3�

22 シゲルヒカルダイヤ 牡3鹿 55
53 △斎藤 新森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－101：47．11� 17．4�
55 メ ン デ ィ 牡3鹿 55 木幡 初也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 492＋ 21：47．2� 7．0�
44 ゴールドスミス �5黒鹿57 伴 啓太ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522－121：47．51� 6．5�
79 ス ズ カ ゼ 牝5鹿 55

52 ▲菅原 明良 �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 486－ 6 〃 アタマ 54．2	

33 ココリジャスミン 牝3栗 53
52 ☆菊沢 一樹美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 462－ 41：47．6クビ 51．8


68 ロイヤルパールス 牡4鹿 57 荻野 極ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B504＋ 6 〃 ハナ 20．4�
56 ヴィジャランス 牡4青鹿57 加藤 祥太加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 小林 仁 B530－101：47．81� 11．9�
67 トウカイオルデン 牡4鹿 57 �島 克駿内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 476＋ 81：48．33 11．5
11 	 テイケイドルチェ 牝4鹿 55 城戸 義政兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 412－101：48．4� 64．6�
710	 ラッキーチャンス 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治堀口 晴男氏 本間 忍 日高 日西牧場 450－ 61：48．61� 209．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 23，215，000円 複勝： 29，761，700円 枠連： 10，088，700円
馬連： 34，498，000円 馬単： 18，455，200円 ワイド： 27，390，300円
3連複： 48，151，700円 3連単： 62，944，300円 計： 254，504，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 140円 � 290円 枠 連（8－8） 470円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 230円 �� 670円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 7，840円

票 数

単勝票数 計 232150 的中 � 60192（1番人気）
複勝票数 計 297617 的中 � 65439（1番人気）� 60974（2番人気）� 18882（6番人気）
枠連票数 計 100887 的中 （8－8） 16367（2番人気）
馬連票数 計 344980 的中 �� 54304（1番人気）
馬単票数 計 184552 的中 �� 15505（1番人気）
ワイド票数 計 273903 的中 �� 35660（1番人気）�� 9592（7番人気）�� 6336（14番人気）
3連複票数 計 481517 的中 ��� 16023（5番人気）
3連単票数 計 629443 的中 ��� 5815（15番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．2―43．5―56．0―1：07．6―1：20．4―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パ レ ニ ア �
�
父 キングズベスト �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2019．2．17 京都1着

2016．4．20生 牝3鹿 母 オオシマパンジー 母母 オオシマダリア 7戦2勝 賞金 20，300，000円



3200711月2日 晴 良 （1福島3） 第1日 第7競走 1，200�3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，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

48 アテンフラワー 牝4青鹿55 高倉 稜河村 �平氏 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 476＋ 41：08．5 6．2�
713 ミッキーパパイア 牝4黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 472－ 41：08．71� 9．6�
24 スマイルスター 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 500－ 21：08．8� 2．6�
611 フジマサディープ 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 492－ 6 〃 クビ 4．7�
47 イリスファルコン 牝5鹿 55 横山 和生菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 426－ 61：08．9� 178．2�
714� シーアフェアリー 牝4栗 55 荻野 極	G1レーシング 高柳 大輔 安平 追分ファーム 452－ 21：09．11� 74．2

510� エンドゾーンダンス 牡4栗 57 柴田 善臣尾上 寿夫氏 中野 栄治 新冠 パカパカ

ファーム 462－101：09．31� 261．7�
816 ヤマチョウヴォイス 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 凌大長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 454＋ 8 〃 ハナ 165．2�
11 パ ッ ポ ー ネ 牡5鹿 57

54 ▲団野 大成金子真人ホール
ディングス	 吉田 直弘 日高 下河辺牧場 476－ 41：09．4� 29．3

12 ミヤジシルフィード 牡3芦 56 丸山 元気曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 478± 0 〃 ハナ 15．4�
59 タケデンサンダー 牡5栗 57 黛 弘人武市 弘氏 武市 康男 新ひだか 沖田 哲夫 478－ 2 〃 クビ 61．0�
612� マルカテノール 牡5鹿 57 �島 克駿日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 482＋ 21：09．5クビ 11．1�
36 ニシノコデマリ 牝4鹿 55

53 △斎藤 新西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 428± 0 〃 クビ 24．9�
23 スリーマグナム 牡4鹿 57 西田雄一郎永井商事	 田中 剛 新ひだか 城地牧場 492－141：09．71� 119．7�
35 ノーブルプルート 牝5鹿 55 嶋田 純次吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 478－141：10．55 9．9�
815 ヴィクトリアポデル 牡3鹿 56 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新冠 松本 信行 484＋ 21：10．6� 56．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，687，600円 複勝： 30，153，300円 枠連： 10，162，600円
馬連： 39，930，700円 馬単： 16，776，900円 ワイド： 29，545，900円
3連複： 54，270，500円 3連単： 65，891，800円 計： 270，419，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 210円 � 150円 枠 連（4－7） 3，280円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 7，290円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 480円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 30，000円

票 数

単勝票数 計 236876 的中 � 30295（3番人気）
複勝票数 計 301533 的中 � 36530（3番人気）� 32939（4番人気）� 60762（1番人気）
枠連票数 計 101626 的中 （4－7） 2395（14番人気）
馬連票数 計 399307 的中 �� 7567（15番人気）
馬単票数 計 167769 的中 �� 1726（29番人気）
ワイド票数 計 295459 的中 �� 6442（14番人気）�� 16498（2番人気）�� 10446（7番人気）
3連複票数 計 542705 的中 ��� 11582（7番人気）
3連単票数 計 658918 的中 ��� 1592（88番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．0―11．6―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．4―45．0―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アテンフラワー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．3．4 阪神6着

2015．5．18生 牝4青鹿 母 フラワーチャンプ 母母 キタノファンタジー 12戦2勝 賞金 17，100，000円
〔制裁〕 ニシノコデマリ号の騎手斎藤新は，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：12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。
（非抽選馬） 1頭 パドクロア号

3200811月2日 晴 良 （1福島3） 第1日 第8競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時45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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

56 プエルタデルソル 牡5栗 57
55 △斎藤 新前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－121：47．0 2．4�
44 � ファストフラッシュ 牡4栗 57 荻野 極間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 480－ 81：47．42� 11．3�
22 � チビノヴァルタン 牝6鹿 55

52 ▲団野 大成梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B450－ 21：47．61� 6．6�
812 マンノグランプリ 牡3鹿 55 菱田 裕二萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム B504＋ 81：47．7クビ 6．9�
55 � ヒロノブシドウ 牡4黒鹿 57

56 ☆川又 賢治小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 長浜牧場 494－ 6 〃 ハナ 81．3�
11 テンペスタージ 牡3鹿 55

54 ☆横山 武史�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 442－ 81：47．8� 9．3	
710� シベリアンプラウド 牡3栗 55 宮崎 北斗藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 502－ 21：47．9� 25．3

67 ディライトラッシュ 牡5鹿 57

54 ▲大塚 海渡 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 B500＋ 21：48．0� 51．5�

811 タイセイシャトル 牡3栗 55
52 ▲菅原 明良田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 480－ 6 〃 クビ 5．9�

68 キングレイスター 牡5鹿 57 柴山 雄一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 494－ 4 〃 アタマ 11．4
33 ボランテレオ 牡3鹿 55 藤懸 貴志近藤 克麿氏 森田 直行 浦河 信岡牧場 506－ 61：48．63� 77．5�
79 ベルテックスロード 牡3黒鹿55 丹内 祐次山口 敦広氏 的場 均 浦河 多田 善弘 B476－ 41：49．13 150．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，231，100円 複勝： 24，811，900円 枠連： 8，983，800円
馬連： 30，874，400円 馬単： 16，956，000円 ワイド： 23，919，400円
3連複： 41，089，800円 3連単： 57，856，300円 計： 223，722，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 240円 � 170円 枠 連（4－5） 1，490円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 540円 �� 280円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 7，540円

票 数

単勝票数 計 192311 的中 � 63573（1番人気）
複勝票数 計 248119 的中 � 60967（1番人気）� 20504（6番人気）� 36583（2番人気）
枠連票数 計 89838 的中 （4－5） 4665（6番人気）
馬連票数 計 308744 的中 �� 17771（5番人気）
馬単票数 計 169560 的中 �� 5930（6番人気）
ワイド票数 計 239194 的中 �� 10734（7番人気）�� 24763（1番人気）�� 7767（11番人気）
3連複票数 計 410898 的中 ��� 17174（5番人気）
3連単票数 計 578563 的中 ��� 5557（11番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．4―11．6―12．5―13．0―13．3―13．3―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―29．7―41．3―53．8―1：06．8―1：20．1―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．2
1
3
9－1，4（2，5）（6，12）3（8，11）7－10
9（1，4）（2，5）12，6，3（8，11）（10，7）

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

勝馬の
紹 介

プエルタデルソル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Cozzene デビュー 2016．6．26 阪神8着

2014．3．20生 牡5栗 母 クリニエルドゥオル 母母 Color of Gold 31戦3勝 賞金 48，250，000円
〔制裁〕 シベリアンプラウド号の騎手宮崎北斗は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。
〔3走成績による出走制限〕 ベルテックスロード号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年1月2日まで平地競走に出走で

きない。



3200911月2日 晴 良 （1福島3） 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）（500万円以下）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

711 モズベイビー 牡3青鹿 56
53 ▲団野 大成 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 502－ 61：08．7 3．7�

813 サイドストリート 牝4鹿 55 丸山 元気山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 470－ 61：09．01� 4．0�
46 ブランオラージュ �5芦 57

55 △斎藤 新ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 436－161：09．21� 14．2�
69 タイキメサイア 牡4栗 57

54 ▲菅原 明良�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 516－ 81：09．41� 2．8�

11 � シャイニングカフェ 牡7黒鹿57 柴田 善臣西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 524± 01：09．71� 10．4	
814 アッシャムス 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史�桑田牧場 武井 亮 浦河 桑田牧場 B480－ 41：09．91� 10．4

22 シェヴェルニー 牝6黒鹿55 嶋田 純次�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 436－ 8 〃 クビ 119．1�
57 サンタアズライト �5栗 57 丹内 祐次岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 21：10．0クビ 17．9�
610� ワンダーポピュレル 牝4鹿 55 小坂 忠士山本 能成氏 奥村 豊 浦河 藤春 修二 478－ 8 〃 アタマ 76．8
34 � コスモフェリーク 牝4栗 55 木幡 初也栗嶋 豊明氏 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 61：10．42� 79．5�
45 � エマブルーム 牝4黒鹿55 西田雄一郎横瀬 寛子氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 430± 01：10．82� 105．8�
33 � ディオブルネッタ 牝4黒鹿 55

52 ▲大塚 海渡 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石毛 善彦 青森 佐々木牧場 472－ 21：11．01� 84．7�

58 クリノエメラルド 牝3青 54
53 ☆川又 賢治栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 有限会社 大

作ステーブル 444＋161：11．63� 190．6�
712� セルリアンユウガ 牡4鹿 57 柴山 雄一�イクタ 天間 昭一 新冠 ムラカミファーム 464± 01：14．2大差 148．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，994，200円 複勝： 24，316，200円 枠連： 10，068，600円
馬連： 36，117，200円 馬単： 18，526，700円 ワイド： 27，838，800円
3連複： 50，413，700円 3連単： 68，556，700円 計： 257，832，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 180円 � 330円 枠 連（7－8） 620円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 400円 �� 990円 �� 790円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 12，460円

票 数

単勝票数 計 219942 的中 � 47501（2番人気）
複勝票数 計 243162 的中 � 35246（3番人気）� 38613（2番人気）� 16280（7番人気）
枠連票数 計 100686 的中 （7－8） 12540（3番人気）
馬連票数 計 361172 的中 �� 34209（3番人気）
馬単票数 計 185267 的中 �� 9006（5番人気）
ワイド票数 計 278388 的中 �� 19183（3番人気）�� 6837（14番人気）�� 8789（12番人気）
3連複票数 計 504137 的中 ��� 11431（12番人気）
3連単票数 計 685567 的中 ��� 3986（34番人気）

ハロンタイム 9．5―11．2―11．5―11．9―11．9―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．7―32．2―44．1―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズベイビー �
�
父 グランプリボス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．10．21 京都4着

2016．4．15生 牡3青鹿 母 バーレーヘッズ 母母 ヴ ェ ス タ 9戦2勝 賞金 18，370，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セルリアンユウガ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月2日まで平地

競走に出走できない。
※シェヴェルニー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3201011月2日 晴 良 （1福島3） 第1日 第10競走 ��2，600�
ば ん だ い さ ん

磐 梯 山 特 別
発走14時50分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．1

良
良

57 � リードザフィールド 牡5栗 57 柴田 善臣岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 Brereton C. Jones
& B. Ned Jones 444－102：39．0 128．7�

813 ブラックハーデス 牡3青 55 斎藤 新 Him Rock Racing
ホールディングス� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 436± 02：39．1� 15．3�
33 ウイングセクション 牡4栗 57 荻野 極 �サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 4 〃 クビ 28．3�
710 チェサピークベイ 牡3芦 55 丸山 元気吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 486－ 62：39．41� 4．9�
69 マイネルステレール 牡3鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 42：39．71� 10．8	
45 ディーグランデ 	5鹿 57 柴山 雄一嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 456－12 〃 クビ 12．5

44 ス マ イ ル 牡3鹿 55 石川裕紀人石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 504－122：39．9� 2．5�
812 ヒラボクメルロー 牝3黒鹿53 横山 武史�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 458± 02：40．32� 7．1�
22 ロイヤルディクリー 牡4鹿 57 城戸 義政ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 540＋12 〃 アタマ 9．4
11 シゲルシイタケ 牡4鹿 57 蛯名 正義森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 458＋ 22：40．4� 9．3�
56 ドルフィンマーク 	6黒鹿57 中谷 雄太大塚 亮一氏 柄崎 孝 浦河 杵臼牧場 B504－102：40．82� 201．0�
711 タガノシャルドネ 牡5鹿 57 
島 克駿八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B460－ 42：41．33 43．9�
68 イクヨロブロイ 牡4黒鹿57 菊沢 一樹太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 B478＋ 22：42．15 282．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，040，000円 複勝： 37，496，800円 枠連： 13，658，000円
馬連： 52，926，900円 馬単： 24，324，900円 ワイド： 40，254，200円
3連複： 75，278，300円 3連単： 92，701，200円 計： 363，680，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 12，870円 複 勝 � 2，110円 � 460円 � 600円 枠 連（5－8） 8，260円

馬 連 �� 63，690円 馬 単 �� 180，630円

ワ イ ド �� 11，680円 �� 18，170円 �� 4，210円

3 連 複 ��� 279，490円 3 連 単 ��� 2，489，190円

票 数

単勝票数 計 270400 的中 � 1680（11番人気）
複勝票数 計 374968 的中 � 4350（11番人気）� 22762（8番人気）� 16707（9番人気）
枠連票数 計 136580 的中 （5－8） 1280（21番人気）
馬連票数 計 529269 的中 �� 644（63番人気）
馬単票数 計 243249 的中 �� 101（130番人気）
ワイド票数 計 402542 的中 �� 887（57番人気）�� 569（66番人気）�� 2486（43番人気）
3連複票数 計 752783 的中 ��� 202（227番人気）
3連単票数 計 927012 的中 ��� 27（1469番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．3―11．5―12．2―12．4―12．6―12．4―12．5―12．1―12．0―11．9―12．7

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�
12．7―24．4―36．7―48．2―1：00．4―1：12．8―1：25．4―1：37．8―1：50．3―2：02．4―2：14．4―2：26．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�リードザフィールド �
�
父 Haynesfield �

�
母父 River Special デビュー 2017．1．5 中山2着

2014．3．5生 牡5栗 母 Da River Hoss 母母 Jolly Saint 26戦2勝 賞金 27，529，000円
〔制裁〕 ディーグランデ号の騎手柴山雄一は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。
〔3走成績による出走制限〕 イクヨロブロイ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年1月2日まで平地競走に出走できな

い。



3201111月2日 晴 良 （1福島3） 第1日 第11競走 ��1，200�河 北 新 報 杯
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．11．3以降1．10．27まで1回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

714 スギノヴォルケーノ 牡3鹿 55 菱田 裕二杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 484－ 81：08．3 3．2�
612 バーミーブリーズ 牝5鹿 52 西田雄一郎吉田 照哉氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 464± 01：08．4� 68．7�
713� ヒロイックアゲン 牝5黒鹿54 柴田 善臣浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 480＋ 6 〃 クビ 6．6�
23 ケイアイサクソニー 牡3鹿 55 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 492－ 21：08．5クビ 4．8�
815� ショウナンアリアナ 牝3鹿 53 丸山 元気国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 422＋ 4 〃 クビ 6．4�
59 フ ァ ド 牝6栗 52 斎藤 新 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 浜本牧場 B498＋ 21：08．6� 47．3	
510 イ キ オ イ 牡7鹿 54 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 452＋ 81：08．7� 27．2

35 オ フ ク ヒ メ 牝6黒鹿53 中谷 雄太山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 458－ 8 〃 クビ 19．4�
12 ニシノラディアント 牡6鹿 55 丸田 恭介西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 488± 01：08．8� 19．4�
47 サウンドドゥイット 牡7鹿 53 	島 克駿増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 446＋10 〃 クビ 62．3
36 ス ピ ア ー ノ 牝4黒鹿52 黛 弘人清水 正江氏 池上 昌和 日高 荒井ファーム 452－ 21：08．9クビ 49．1�
816 カステヘルミ 牝3黒鹿52 横山 和生田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 420－ 41：09．0� 10．9�
611 ラブローレル 牝7青鹿50 川又 賢治増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 430－ 21：09．1クビ 206．8�
24 � アンインジュリー 牝4栗 52 荻野 極鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 486－ 61：09．2� 47．7�
11 リンシャンカイホウ 牡4鹿 55 柴山 雄一�三嶋牧場 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム B446＋ 21：09．83� 10．3�
48 ジュリーハーツ 牝4黒鹿52 石川裕紀人林 正道氏 池上 昌和 浦河 	川 啓一 B474－141：10．11� 158．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，283，200円 複勝： 61，911，400円 枠連： 39，741，200円
馬連： 137，151，000円 馬単： 55，031，700円 ワイド： 84，149，500円
3連複： 222，390，300円 3連単： 251，242，500円 計： 894，900，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 1，110円 � 210円 枠 連（6－7） 5，450円

馬 連 �� 14，230円 馬 単 �� 19，380円

ワ イ ド �� 4，340円 �� 470円 �� 4，790円

3 連 複 ��� 21，340円 3 連 単 ��� 116，460円

票 数

単勝票数 計 432832 的中 � 107656（1番人気）
複勝票数 計 619114 的中 � 137477（1番人気）� 10188（14番人気）� 76042（3番人気）
枠連票数 計 397412 的中 （6－7） 5641（18番人気）
馬連票数 計1371510 的中 �� 7467（41番人気）
馬単票数 計 550317 的中 �� 2129（60番人気）
ワイド票数 計 841495 的中 �� 4730（45番人気）�� 51136（2番人気）�� 4278（50番人気）
3連複票数 計2223903 的中 ��� 7815（64番人気）
3連単票数 計2512425 的中 ��� 1564（356番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．1―11．5―11．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．5―45．0―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．8
3 ・（1，3）（14，16）4（9，11）12（13，15）2（6，7）10－5，8 4 ・（1，3，14）16（4，9）（12，13，11）（2，15）（10，6，7，5）－8

勝馬の
紹 介

スギノヴォルケーノ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．7．21 中京7着

2016．1．30生 牡3鹿 母 バクシンカーリー 母母 スギノチビカリアン 12戦3勝 賞金 45，860，000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 シャインサンデー号
（非抽選馬） 7頭 ガーシュウィン号・ゲンパチケンシン号・セイウンリリシイ号・マイネルアルケミー号・メイショウツバキ号・

ラニカイサンデー号・ルマーカーブル号

3201211月2日 晴 良 （1福島3） 第1日 第12競走 ��1，800�
に ほ ん ま つ

二 本 松 特 別
発走16時00分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

11 カフジジュピター 牡3鹿 55 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 442－101：47．3 8．5�
45 クリノオウジャ 牡3鹿 55 �島 克駿栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B444＋101：47．4� 21．1�
812 マイネルプリンチペ 牡4黒鹿57 宮崎 北斗 �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 450－ 21：47．5� 26．7�
22 デクレアラー 牡4栗 57 柴山 雄一�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 61：47．81� 7．4�
44 	 ホウオウジャンプ 牡5鹿 57 横山 武史小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 508＋10 〃 ハナ 4．9�
33 ヘブンリーデイズ 牡4鹿 57 中谷 雄太 	サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 4 〃 ハナ 5．3

57 アドマイヤプリヴ 
5青鹿57 石川裕紀人近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440＋ 8 〃 クビ 37．6�
56 シャンデフレーズ 牝3鹿 53 丸山 元気 	キャロットファーム 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 416＋ 2 〃 ハナ 7．1�
68 マイネルザウバア 牡5栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 61：48．01 9．2
711 クリスタルバローズ 牡3鹿 55 丸田 恭介猪熊 広次氏 奥村 武 新冠 シンユウフアーム 478± 01：48．42� 11．3�
710 フラッフィーベア 牝3鹿 53 菅原 明良 	フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 426－ 8 〃 アタマ 6．8�
69 サルウェーテ 牡3鹿 55 菱田 裕二西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 454－ 61：48．71� 105．0�
813� モントカイザー 
3黒鹿55 伴 啓太岡田 牧雄氏 尾形 和幸 英 Mrs D. du

Feu 480－ 61：48．91� 144．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 39，345，800円 複勝： 55，842，400円 枠連： 19，466，900円
馬連： 83，918，100円 馬単： 33，520，000円 ワイド： 59，830，900円
3連複： 125，131，000円 3連単： 149，394，800円 計： 566，449，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 410円 � 660円 � 770円 枠 連（1－4） 2，560円

馬 連 �� 7，230円 馬 単 �� 14，220円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 3，980円 �� 5，890円

3 連 複 ��� 64，320円 3 連 単 ��� 300，030円

票 数

単勝票数 計 393458 的中 � 36689（6番人気）
複勝票数 計 558424 的中 � 38003（7番人気）� 21812（9番人気）� 18549（10番人気）
枠連票数 計 194669 的中 （1－4） 5881（15番人気）
馬連票数 計 839181 的中 �� 8987（35番人気）
馬単票数 計 335200 的中 �� 1767（68番人気）
ワイド票数 計 598309 的中 �� 5769（37番人気）�� 3870（45番人気）�� 2602（52番人気）
3連複票数 計1251310 的中 ��� 1459（163番人気）
3連単票数 計1493948 的中 ��� 361（854番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．7―12．2―11．7―11．4―11．9―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．2―47．4―59．1―1：10．5―1：22．4―1：34．7

コーナー
通過順位

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

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

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3鹿 母 レインデート 母母 Missed the Storm 9戦2勝 賞金 20，013，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ヘブンリーデイズ号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



（1福島3）第1日 11月2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 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

199，380，000円
5，190，000円
12，660，000円
1，580，000円
22，050，000円
66，532，000円
5，867，600円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
283，145，400円
377，645，200円
151，882，600円
556，284，500円
258，078，200円
404，849，500円
829，572，700円
1，005，516，700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 3，866，974，800円

総入場人員 8，398名 （有料入場人員 6，898名）
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