
3004911月14日 晴 良 （2福島3） 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
1：44．9

稍重
稍重

57 ルーパステソーロ 牡2芦 55
54 ☆菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 534－101：48．7 4．8�
68 ゴイゴイスー 牡2鹿 55 川又 賢治山下 良子氏 中尾 秀正 浦河 村中牧場 480－ 21：50．19 22．1�
44 メ ル テ ミ ア 牡2鹿 55 吉田 隼人武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 442＋ 61：50．52� 3．0�
11 アスカノミライ 牡2黒鹿55 �島 克駿豊田 智郎氏 川村 禎彦 日高 広富牧場 504± 0 〃 クビ 5．5�
45 マイネルタイムリー 牡2青鹿55 丹内 祐次 �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 B478＋ 61：50．81� 12．9�
812 ミ ル ト ボ ス 牡2鹿 55

53 △亀田 温心永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 有限会社石川牧場 488－ 21：51．01 7．2	
711 ペイシャレン 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか ニシケンフアーム 440－ 6 〃 アタマ 94．7

22 コパノジャンピング 牡2鹿 55 小崎 綾也小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 532＋141：51．21� 6．3�
69 トランセンドパスト 牡2鹿 55 宮崎 北斗簗詰 貴彦氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 450± 01：51．62� 52．8�
710 キタノプレアー 牡2栗 55 丸田 恭介北所 直人氏 土田 稔 平取 びらとり牧場 456－ 6 〃 クビ 46．5
33 ウインプロスト 牡2鹿 55 原田 和真�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 41：52．02� 231．4�
56 ティルピッツ 牡2栗 55

53 △山田 敬士ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 512± 01：52．1� 151．7�
813 スタンドバイユー 	2青 55 荻野 極堀口 晴男氏 稲垣 幸雄 日高 日西牧場 460＋161：53．9大差 402．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，886，700円 複勝： 37，072，900円 枠連： 5，132，700円
馬連： 35，074，700円 馬単： 16，924，300円 ワイド： 34，181，700円
3連複： 57，954，000円 3連単： 60，608，300円 計： 274，835，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 380円 � 140円 枠 連（5－6） 2，530円

馬 連 �� 4，060円 馬 単 �� 6，020円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 490円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 5，700円 3 連 単 ��� 38，110円

票 数

単勝票数 計 278867 的中 � 47647（2番人気）
複勝票数 計 370729 的中 � 54361（4番人気）� 18420（7番人気）� 85342（1番人気）
枠連票数 計 51327 的中 （5－6） 1570（13番人気）
馬連票数 計 350747 的中 �� 6694（18番人気）
馬単票数 計 169243 的中 �� 2108（28番人気）
ワイド票数 計 341817 的中 �� 6258（19番人気）�� 19333（6番人気）�� 7090（17番人気）
3連複票数 計 579540 的中 ��� 7615（23番人気）
3連単票数 計 606083 的中 ��� 1153（144番人気）

ハロンタイム 7．1―11．6―11．9―13．1―13．6―12．2―13．1―13．1―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．7―30．6―43．7―57．3―1：09．5―1：22．6―1：35．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルーパステソーロ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2020．9．27 中山2着

2018．2．23生 牡2芦 母 ハピネスフォーユー 母母 Sophorific 3戦1勝 賞金 8，410，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スタンドバイユー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月14日まで平地

競走に出走できない。

3005011月14日 晴 良 （2福島3） 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）（500万円以下）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

23 エースレイジング 牡3黒鹿55 西村 淳也三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 456＋ 41：45．5 10．8�
11 スコルピウス �4黒鹿57 吉田 隼人飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B474＋ 21：47．09 1．7�
22 ショウナンアニメ 牡3鹿 55 丸田 恭介�湘南 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 クビ 21．2�
59 ファイナルマズル 牡4鹿 57

56 ☆菅原 明良 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 468± 01：47．53 12．9�

610 テ ン ピ ン 牡3黒鹿55 菱田 裕二ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 490－121：47．6� 5．4	
712 アンジェリーブル 牝4栗 55 丹内 祐次�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 456－ 41：47．7クビ 49．7

814� クラウドナイン 牡4鹿 57

54 ▲小林 脩斗平田 修氏 久保田貴士 浦河 高松牧場 418－ 41：48．01� 514．4�
58 シ ェ ー ン 牝3芦 53

51 △亀田 温心�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466＋ 21：48．1	 18．9�

47 スプリットロック 牡3栗 55 小崎 綾也水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 478＋ 81：48．31 31．1
34 メイショウランセツ 牡4栗 57 木幡 初也松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 川越ファーム 462＋141：48．83 306．7�
35 エスキシータ 牝4黒鹿55 川又 賢治吉田 晴哉氏 吉岡 辰弥 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B478－ 21：49．54 188．9�
713 イイデファイナル 牡6芦 57 松岡 正海松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 506± 0 〃 クビ 259．7�
46 リーガルマナー �3鹿 55 中井 裕二吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム B490± 01：49．6クビ 8．8�
815 キョウエイゴー 牡3黒鹿55 柴田 善臣田中 晴夫氏 萱野 浩二 新冠 松浦牧場 506± 01：50．34 38．7�
611 マジックアーツ 牝3青鹿53 
島 克駿下河辺隆行氏 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 B446－ 61：51．47 141．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，258，900円 複勝： 29，058，700円 枠連： 6，919，700円
馬連： 32，370，300円 馬単： 16，283，200円 ワイド： 31，847，800円
3連複： 50，946，200円 3連単： 53，339，400円 計： 250，024，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 220円 � 130円 � 340円 枠 連（1－2） 430円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，480円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 15，300円

票 数

単勝票数 計 292589 的中 � 21516（4番人気）
複勝票数 計 290587 的中 � 30052（4番人気）� 82705（1番人気）� 16415（8番人気）
枠連票数 計 69197 的中 （1－2） 12297（1番人気）
馬連票数 計 323703 的中 �� 39899（1番人気）
馬単票数 計 162832 的中 �� 7053（5番人気）
ワイド票数 計 318478 的中 �� 26875（2番人気）�� 5031（20番人気）�� 12054（6番人気）
3連複票数 計 509462 的中 ��� 15484（7番人気）
3連単票数 計 533394 的中 ��� 2527（43番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―30．6―43．7―56．4―1：08．4―1：21．0―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F37．1
1
3
3（6，10）（2，15）（7，11）（1，9）（12，14）－5－（4，13）＝8
3（6，10）（2，9，5）7（1，15）12，11，14（4，13，8）

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

勝馬の
紹 介

エースレイジング �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．9．21 中山2着

2017．3．1生 牡3黒鹿 母 セレブデート 母母 レインデート 8戦2勝 賞金 22，300，000円
〔制裁〕 エスキシータ号の騎手川又賢治は，向正面での御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マジックアーツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月14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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アピテソーロ号・カイアワセ号・カヴァス号・フォギーデイ号・ユノディエール号

第３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



3005111月14日 晴 良 （2福島3） 第5日 第3競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走10時45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
1：59．9
1：58．9

良
良

59 ラ カ ン 牡2黒鹿 55
54 ☆菅原 明良本田 恒雄氏 武市 康男 むかわ 上水牧場 468－ 22：01．8 3．9�

47 ジ ジ 牡2鹿 55
53 △亀田 温心林 弘之氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 490＋ 22：02．12 11．4�

35 スバラシイヒビ 牡2栗 55 柴田 善臣山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 木田牧場 470＋ 42：02．31� 8．0�
34 アイリッシュムーン 牝2栗 54 吉田 隼人�須野牧場 武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 470＋ 62：02．4� 2．7�
610 ウインマイソウル 牡2栗 55

52 ▲秋山 稔樹�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 410± 0 〃 アタマ 27．8	
46 マイネルスキーブ 牡2芦 55

52 ▲小林 脩斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 2 〃 ハナ 50．7


814 コスモオニアシゲ 牡2芦 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 42：02．61� 20．2�
815 ボ ラ ヘ 牝2芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 新開 幸一 浦河 ミルファーム 430± 02：02．81� 43．4
712 ヴ ル カ ー ノ 牡2鹿 55 西村 淳也宮田 守氏 稲垣 幸雄 青森 大西興産 484＋162：02．9� 19．1�
23 パッドゥラパン 牝2芦 54 勝浦 正樹�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 448－ 8 〃 クビ 8．1�
611 スパークフューチャ 牡2鹿 55

54 ☆菊沢 一樹西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 424－ 22：03．0クビ 108．2�
22 マジックビーム 牡2黒鹿55 木幡 初也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 松田牧場 460＋ 22：03．42� 46．8�
11 カンジンカナメ 牝2青鹿54 長岡 禎仁由井健太郎氏 奥村 武 新冠 新冠橋本牧場 440－142：04．46 58．5�
713 ウインアミティエ 牡2鹿 55 川又 賢治�ウイン 宮 徹 浦河 阿波屋ファーム 482＋ 62：05．14 180．0�
58 ゴートゥーヘヴン 牝2黒鹿 54

51 ▲小林 凌大天堀 忠博氏 牧 光二 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 354－182：05．63 421．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，563，000円 複勝： 35，239，800円 枠連： 6，189，400円
馬連： 30，772，700円 馬単： 14，077，100円 ワイド： 33，222，800円
3連複： 51，980，400円 3連単： 50，668，700円 計： 247，713，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 220円 � 210円 枠 連（4－5） 1，650円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 790円 �� 580円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 19，280円

票 数

単勝票数 計 255630 的中 � 54751（2番人気）
複勝票数 計 352398 的中 � 74438（2番人気）� 36845（5番人気）� 40283（3番人気）
枠連票数 計 61894 的中 （4－5） 2901（8番人気）
馬連票数 計 307727 的中 �� 10958（8番人気）
馬単票数 計 140771 的中 �� 3014（13番人気）
ワイド票数 計 332228 的中 �� 10803（9番人気）�� 15327（4番人気）�� 7880（11番人気）
3連複票数 計 519804 的中 ��� 8765（11番人気）
3連単票数 計 506687 的中 ��� 1905（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―35．8―48．1―1：00．7―1：13．2―1：25．2―1：37．5―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ カ ン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2020．8．9 新潟7着

2018．4．24生 牡2黒鹿 母 ピュアブラウン 母母 On the Hook 5戦1勝 賞金 7，680，000円
〔制裁〕 マイネルスキーブ号の騎手小林脩斗は，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：15番）
〔その他〕 ゴートゥーヘヴン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ゴートゥーヘヴン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年12月14日まで出走できない。

3005211月14日 晴 良 （2福島3） 第5日 第4競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走11時15分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．5

良
良

612 ネクストストーリー 牝2芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 490－ 61：09．9 13．4�
611 メイショウイジゲン 牡2芦 55 和田 翼松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 444＋161：10．0� 109．1�
815 デンプシーロール 牡2鹿 55

52 ▲秋山 稔樹今村 明浩氏 黒岩 陽一 浦河 ディアレスト
クラブ 420＋101：10．1クビ 23．9�

713 プレジャジンク 牝2黒鹿54 吉田 隼人�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 嶋田牧場 450＋ 21：10．31� 4．8�
36 レッドインテンス 牡2青鹿 55

53 △亀田 温心小島 俊治氏 大和田 成 浦河 辻 牧場 470＋ 4 〃 ハナ 175．9�
816 インヴァネス 牝2青 54 西村 淳也矢野 亨憲氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 452± 01：10．4� 4．0	
24 クレマチステソーロ 牝2鹿 54

53 ☆菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス
 高木 登 新ひだか 幌村牧場 454＋ 2 〃 クビ 4．5�

23 シューラヴァラ 牡2黒鹿55 	島 克駿高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 444－ 61：10．5
 17．8�
714 キ ャ ン ビ ー 牡2黒鹿55 松岡 正海岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 浦河 市川フアーム 496＋ 61：10．6
 24．7
510 マイネルニゲラ 牡2鹿 55 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 石郷岡 五月 486－ 81：10．7� 7．3�
12 エターナルルビー 牝2鹿 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 418＋101：10．8
 80．7�
47 ジュンジョウカレン 牝2栗 54 宮崎 北斗スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 前田ファーム 420－ 81：11．01� 33．8�
35 ウェーブメジャー 牡2鹿 55 川又 賢治万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 470＋10 〃 ハナ 23．8�
48 ウキウキホリデー 牝2芦 54

51 ▲小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 シンカンファーム 462＋ 41：11．1
 18．2�
11 ベイビーシャーク 牡2芦 55 柴田 善臣北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 464－ 41：12．16 215．7�
59 ハイパーミラクル 牝2鹿 54

52 △山田 敬士高橋 宏弥氏 加藤士津八 浦河 ガーベラパー
クスタツド 404± 01：12．31� 147．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，341，900円 複勝： 42，262，300円 枠連： 7，899，200円
馬連： 38，610，600円 馬単： 15，909，900円 ワイド： 41，455，100円
3連複： 64，499，700円 3連単： 58，404，000円 計： 299，382，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 410円 � 2，380円 � 620円 枠 連（6－6） 37，100円

馬 連 �� 52，680円 馬 単 �� 81，170円

ワ イ ド �� 14，580円 �� 3，800円 �� 18，540円

3 連 複 ��� 312，090円 3 連 単 ��� 1，411，430円

票 数

単勝票数 計 303419 的中 � 19020（5番人気）
複勝票数 計 422623 的中 � 29217（6番人気）� 4291（13番人気）� 18219（8番人気）
枠連票数 計 78992 的中 （6－6） 165（34番人気）
馬連票数 計 386106 的中 �� 568（78番人気）
馬単票数 計 159099 的中 �� 147（148番人気）
ワイド票数 計 414551 的中 �� 731（80番人気）�� 2847（41番人気）�� 574（87番人気）
3連複票数 計 644997 的中 ��� 155（355番人気）
3連単票数 計 584040 的中 ��� 30（1846番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．0―11．7―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．0―45．7―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネクストストーリー �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．11．8 福島4着

2018．4．5生 牝2芦 母 パ ド ブ レ 母母 リオクラーロ 2戦1勝 賞金 6，200，000円



3005311月14日 晴 良 （2福島3） 第5日 第5競走 ��
��1，700�2歳新馬

発走12時05分 （ダート・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
1：46．3
1：44．9

稍重
稍重

33 ジョイフルダンサー 牝2鹿 54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 西浦 勝一 新冠 新冠橋本牧場 458 ―1：48．8 5．5�
34 シャルマンシェリー 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大 �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 468 ―1：49．22 33．2�
610 ト ウ リ ュ ウ 牡2栗 55 小崎 綾也甘糟 麗子氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 442 ―1：49．41 10．7�
712 デ ィ ニ ー タ 牡2黒鹿55 吉田 隼人安原 浩司氏 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 504 ―1：49．72 2．5�
45 フォックススリープ 牡2鹿 55

54 ☆菅原 明良石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 464 ―1：49．9� 6．6�
57 アレッサンドロ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド 462 ―1：50．64 37．4	
813 エンドステージ 牡2栗 55 柴田 善臣岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 藤沢牧場 510 ―1：51．45 9．8

58 バンカーバスター �2黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 大西ファーム 474 ―1：51．71� 49．7�
69 スリンシンガポール 牝2黒鹿54 中井 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 474 ―1：54．1大差 111．4�
11 ニシノソワレ 牡2鹿 55 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 484 ― 〃 ハナ 26．3
22 スナークタイカン 牡2鹿 55 	島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 474 ―1：54．2
 19．8�
711 サンラファイエット 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社
ケイズ 476 ― 〃 クビ 127．3�

46 サ ン パ リ ス 牝2青鹿 54
52 △山田 敬士 �加藤ステーブル 清水 英克 日高 株式会社

ケイズ 454 ―1：57．3大差 210．2�
814 アオイマジェスティ 牝2栗 54 西村 淳也鈴木 照雄氏 高橋 康之 浦河 市川フアーム 498 ―1：58．47 12．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，323，900円 複勝： 26，709，900円 枠連： 5，894，300円
馬連： 26，005，200円 馬単： 12，636，800円 ワイド： 26，946，200円
3連複： 40，008，400円 3連単： 45，429，900円 計： 205，954，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 580円 � 280円 枠 連（3－3） 7，210円

馬 連 �� 7，250円 馬 単 �� 11，640円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 920円 �� 4，700円

3 連 複 ��� 23，040円 3 連 単 ��� 117，210円

票 数

単勝票数 計 223239 的中 � 33830（2番人気）
複勝票数 計 267099 的中 � 39961（2番人気）� 10072（9番人気）� 25436（5番人気）
枠連票数 計 58943 的中 （3－3） 633（25番人気）
馬連票数 計 260052 的中 �� 2777（23番人気）
馬単票数 計 126368 的中 �� 814（42番人気）
ワイド票数 計 269462 的中 �� 3476（22番人気）�� 7785（8番人気）�� 1432（44番人気）
3連複票数 計 400084 的中 ��� 1302（69番人気）
3連単票数 計 454299 的中 ��� 281（352番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．0―42．9―56．0―1：08．6―1：21．6―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．2
1
3
4（12，14）（3，13）－（5，8）－10（7，9）（2，11）＝1＝6・（4，12）－（3，13）－（5，8）－14（10，9）7＝2－11＝1－6

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

勝馬の
紹 介

ジョイフルダンサー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2018．2．18生 牝2鹿 母 バ リ ア ー モ 母母 リ ビ ア ー モ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンパリス号・アオイマジェスティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月

14日まで平地競走に出走できない。
※ジョイフルダンサー号・スナークタイカン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3005411月14日 晴 良 （2福島3） 第5日 第6競走 ��
��2，600�3歳以上1勝クラス

発走12時35分 （500万円以下） （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
2：37．1

良
良

59 ピースディオン 牡3鹿 55 柴田 善臣久米田正平氏 大竹 正博 新冠 秋田牧場 494－ 62：40．6 4．3�
714 ナムアミダブツ 牡3鹿 55 川又 賢治ニューマレコード� 石坂 公一 千歳 社台ファーム B470＋ 22：40．91� 12．5�
612 タイセイモンストル 牡3鹿 55 松岡 正海田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 474± 02：41．11	 8．0�
815 インペリアルフィズ 牡6栗 57 
島 克駿 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B478＋ 2 〃 クビ 12．0�
816 ミ ラ イ オ ー 牡4鹿 57 荻野 極林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 522－ 62：41．2� 118．9	
36 スターリーゴールド 牡3鹿 55

52 ▲秋山 稔樹 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 460＋ 62：41．3クビ 10．1

713 ケ ル ベ ロ ス 牡7黒鹿 57

54 ▲小林 凌大�ORTEGA 大江原 哲 新冠 松浦牧場 436± 0 〃 ハナ 26．6�
35 マイネルコロンブス 牡3鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 2 〃 クビ 6．6�
23 ジューンバラード 牝4青鹿55 吉田 隼人吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 434＋ 62：41．4� 15．1
48 ポーラーサマー 牡3黒鹿55 黛 弘人ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522＋ 2 〃 ハナ 3．9�
24 ビギングローリー 牡4芦 57

55 △亀田 温心窪田 康志氏 中川 公成 平取 坂東牧場 B476± 02：41．61	 46．5�
47 � ヤマカツリーダー 7黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか フジワラフアーム 480－ 62：42．13 109．2�
12 ダノンアポロン 牡5鹿 57

56 ☆菅原 明良�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム B486－122：42．2� 16．1�
510 テトラクォーク 牝5鹿 55 杉原 誠人 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 440－ 22：42．51� 59．6�
11 ドルフィンマーク 7黒鹿57 西村 淳也大塚 亮一氏 柄崎 孝 浦河 杵臼牧場 B512± 02：43．45 207．8�
611 ブルーアガヴェ 牡4黒鹿57 丸田 恭介金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 新冠 パカパカ
ファーム 458± 02：43．5� 169．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，156，700円 複勝： 34，238，600円 枠連： 6，657，400円
馬連： 32，042，400円 馬単： 12，873，700円 ワイド： 33，047，500円
3連複： 52，892，600円 3連単： 49，581，300円 計： 241，490，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 350円 � 260円 枠 連（5－7） 1，990円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 5，070円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 930円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 9，080円 3 連 単 ��� 37，950円

票 数

単勝票数 計 201567 的中 � 37499（2番人気）
複勝票数 計 342386 的中 � 54107（2番人気）� 22352（7番人気）� 33504（4番人気）
枠連票数 計 66574 的中 （5－7） 2591（9番人気）
馬連票数 計 320424 的中 �� 7798（10番人気）
馬単票数 計 128737 的中 �� 1904（14番人気）
ワイド票数 計 330475 的中 �� 6890（16番人気）�� 9328（7番人気）�� 4450（26番人気）
3連複票数 計 528926 的中 ��� 4365（28番人気）
3連単票数 計 495813 的中 ��� 947（112番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―12．2―12．3―12．6―13．0―12．7―12．7―11．6―11．6―11．9―12．3―12．5

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―25．2―37．4―49．7―1：02．3―1：15．3―1：28．0―1：40．7―1：52．3―2：03．9―2：15．8―2：28．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピースディオン �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 サニングデール デビュー 2020．5．31 東京4着

2017．3．19生 牡3鹿 母 ロジディオン 母母 ウメノディオン 5戦2勝 賞金 17，732，000円



3005511月14日 晴 良 （2福島3） 第5日 第7競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時05分 （芝・右）（500万円以下）

若手騎手；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

611 ベストクィーン 牝4栗 55
53 △亀田 温心田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 424－102：00．7 10．2�

59 ヤップヤップヤップ 牡4栗 57 木幡 初也薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 462＋ 42：00．91� 26．4�
713 セツメンノトビウオ 牡3芦 55 荻野 極三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 454＋122：01．11� 13．2�
24 スパニッシュアート 牝3黒鹿53 西村 淳也�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 414－ 6 〃 クビ 5．2�
35 マイネルエキサイト 牡4青鹿57 小崎 綾也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新ひだか 坂本 春雄 488＋ 2 〃 アタマ 15．6�
612� アルスラーン 牡5黒鹿 57

54 ▲小林 凌大小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 490－ 42：01．2クビ 6．9	
48 ウインサンフラワー 牡3鹿 55 川又 賢治�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 452－ 2 〃 ハナ 8．8

47 ミッキーハッスル �3黒鹿 55

52 ▲小林 脩斗野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 450＋ 4 〃 クビ 25．0�
11 ユークレース 牝3鹿 53

52 ☆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 462± 02：01．3� 10．2
23 ローズパルファン 牝3鹿 53

52 ☆菅原 明良 �友駿ホースクラブ 田中 剛 新ひだか 幌村牧場 428－ 62：01．61	 7．0�
36 ウインアステロイド 牡3青鹿 55

53 △山田 敬士�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 42：01．7クビ 48．6�
816 タツハグンセイ 牡3鹿 55 三津谷隼人鈴木 髙幸氏 
島 一歩 新冠 川上牧場 456－ 22：01．8	 31．0�
815� レッドリュンヌ 牝7栗 55 井上 敏樹Mr．ホース 南田美知雄 安平 ノーザンファーム 440± 02：02．01� 189．7�
12 ヒナノコバン 牡3鹿 55

52 ▲秋山 稔樹日向 英二氏 本間 忍 浦河 栄進牧場 454－ 2 〃 クビ 12．7�
510 メガディスカバリー �4鹿 57

56 ☆富田 暁有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 454± 02：02．21 56．0�
714 グレートベースン 牡4青鹿57 
島 克駿桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 514＋ 42：02．41� 10．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，243，700円 複勝： 32，463，800円 枠連： 9，069，200円
馬連： 37，393，300円 馬単： 14，759，400円 ワイド： 37，095，900円
3連複： 71，474，600円 3連単： 62，478，700円 計： 287，978，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 380円 � 570円 � 360円 枠 連（5－6） 3，830円

馬 連 �� 11，960円 馬 単 �� 18，850円

ワ イ ド �� 3，340円 �� 1，960円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 34，620円 3 連 単 ��� 207，780円

票 数

単勝票数 計 232437 的中 � 18150（5番人気）
複勝票数 計 324638 的中 � 23155（6番人気）� 14058（12番人気）� 24512（5番人気）
枠連票数 計 90692 的中 （5－6） 1834（19番人気）
馬連票数 計 373933 的中 �� 2422（62番人気）
馬単票数 計 147594 的中 �� 587（99番人気）
ワイド票数 計 370959 的中 �� 2841（60番人気）�� 4934（27番人気）�� 3547（40番人気）
3連複票数 計 714746 的中 ��� 1548（155番人気）
3連単票数 計 624787 的中 ��� 218（923番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．8―12．2―12．3―11．8―11．4―12．3―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．4―47．6―59．9―1：11．7―1：23．1―1：35．4―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．6
1
3
6，8（1，2，11）12，3（4，7，5，13）9－14－16，15，10・（6，8，12）－（11，9）13，14（1，3，5）（2，4，7）－（16，15）10

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

勝馬の
紹 介

ベストクィーン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2018．7．29 小倉4着

2016．2．26生 牝4栗 母 ポ ポ チ ャ ン 母母 ア ト ラ ク ト 25戦2勝 賞金 23，960，000円
［他本会外：1戦0勝］

3005611月14日 晴 良 （2福島3） 第5日 第8競走 ��1，150�3歳以上1勝クラス
発走13時35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 7，600，000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

36 オ カ リ ナ 牡3栗 56 宮崎 北斗八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 534＋ 41：09．6 8．3�

11 � リ ゼ 牝4栗 55 黛 弘人榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド B448＋ 61：09．8� 26．8�
23 コーリングローリー 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 456－ 2 〃 クビ 28．9�
612� タニマサベーカ 牡5鹿 57

54 ▲秋山 稔樹谷 正之氏 星野 忍 新冠 堤 牧場 462－ 61：10．01� 25．7�
35 ツインシップ 牡3芦 56 丸田 恭介合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 440－121：10．1アタマ 18．0�
510� クリノクノイチ 牝5黒鹿55 川又 賢治栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 458－ 2 〃 ハナ 12．5�
816 メイショウアマギ 牡4鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 480－ 2 〃 クビ 6．4	
48 イチバンヤリ 牡4黒鹿57 西村 淳也岡 浩二氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 506－ 81：10．2クビ 10．6

12 ア ポ ロ ア ミ 牝5鹿 55

54 ☆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 B464＋ 61：10．62	 18．6�
24 アイアムスゴスギル 牡3栗 56 吉田 隼人堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 484－ 41：10．81 3．6�
47 ゴーゴーチアフル 牝3栗 54

52 △亀田 温心上山 牧氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 494＋ 41：10．9クビ 6．4
611 マリスドランジュ 牝3黒鹿54 
島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 446＋ 61：11．0	 9．6�
713 タ ピ オ カ 牝3青鹿54 丹内 祐次�清水牧場 牧 光二 平取 清水牧場 508＋121：11．53 75．5�
59 � ラフカディオ 牡5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 514± 01：12．35 72．4�

714 ペイシャチャーム 牝3栗 54
52 △山田 敬士北所 直人氏 本間 忍 浦河 
川 啓一 448－ 21：12．61� 46．1�

815 エリーグランプリ 牝3鹿 54 木幡 初也谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 438± 01：15．4大差 504．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，735，000円 複勝： 39，075，700円 枠連： 8，984，500円
馬連： 39，918，300円 馬単： 16，362，800円 ワイド： 39，836，800円
3連複： 73，041，000円 3連単： 62，757，900円 計： 306，712，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 370円 � 510円 � 960円 枠 連（1－3） 3，210円

馬 連 �� 15，330円 馬 単 �� 31，620円

ワ イ ド �� 4，360円 �� 3，450円 �� 4，310円

3 連 複 ��� 87，230円 3 連 単 ��� 459，590円

票 数

単勝票数 計 267350 的中 � 25626（4番人気）
複勝票数 計 390757 的中 � 30282（7番人気）� 20428（9番人気）� 9978（12番人気）
枠連票数 計 89845 的中 （1－3） 2163（20番人気）
馬連票数 計 399183 的中 �� 2018（63番人気）
馬単票数 計 163628 的中 �� 388（128番人気）
ワイド票数 計 398368 的中 �� 2354（62番人気）�� 2990（49番人気）�� 2379（60番人気）
3連複票数 計 730410 的中 ��� 628（255番人気）
3連単票数 計 627579 的中 ��� 99（1464番人気）

ハロンタイム 9．5―10．6―11．4―12．5―12．6―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．1―31．5―44．0―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ カ リ ナ �
�
父 グランプリボス �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2019．10．26 京都14着

2017．3．27生 牡3栗 母 タガノティアーズ 母母 タガノピアース 8戦2勝 賞金 12，700，000円
〔制裁〕 タピオカ号の騎手丹内祐次は，発走後まもなく内側に斜行したことについて令和2年11月28日から令和2年12月6日まで騎

乗停止。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリーグランプリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月14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。
（非抽選馬） 1頭 セイスケルツォ号



3005711月14日 晴 良 （2福島3） 第5日 第9競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時10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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

35 � モエレコネクター 牡4鹿 57 柴田 善臣中村 時子氏 大竹 正博 新冠 有限会社 大
作ステーブル 512± 01：09．8 9．0�

36 スリーマグナム 牡5鹿 57 荻野 極永井商事� 田中 剛 新ひだか 城地牧場 486－ 2 〃 ハナ 23．8�
47 イ ザ ラ 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹栗坂 崇氏 加藤 征弘 新ひだか タガミファーム 442± 0 〃 アタマ 4．3�
714 オパールシャルム 牝3栗 54 勝浦 正樹落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 460－ 41：09．9� 6．2�
611 ホーリーライン 牝4青鹿 55

54 ☆菅原 明良 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 438－ 41：10．11� 5．2�

59 シシリエンヌ 牝4青鹿55 �島 克駿手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 B494－ 41：10．31	 13．1	
815 ミヤコローズ 牝4鹿 55 丸田 恭介吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞
湖 レイクヴィラファーム 438± 01：10．51	 11．5

612 キングドンドルマ 牡5青鹿57 松岡 正海田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 468－ 41：10．6� 38．8�
12 メジャーハリケーン 牡4青鹿57 高倉 稜林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 B482± 0 〃 クビ 122．8�
11 カゼノタニノアヤカ 牝3鹿 54 菱田 裕二増田 和啓氏 安田 隆行 平取 二風谷ファーム 446－10 〃 ハナ 5．5
23 メイショウウチデ 牡4鹿 57 和田 翼松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 466－ 6 〃 ハナ 102．6�
24 ジ ゴ ロ 牡4青鹿 57

56 ☆富田 暁安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 466± 01：10．7� 66．9�
816 チュウワジョーダン �3黒鹿 56

54 △亀田 温心中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 446－ 61：10．8� 23．1�
510 ルドラクシャ 牝3鹿 54 長岡 禎仁�ミルファーム 松山 将樹 新冠 村上 雅規 450± 01：11．01	 27．6�
48 ボンジョルノ 牝3栗 54 伊藤 工真谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 426＋ 41：11．1� 91．1�
713 レッドヴェイパー 牝3鹿 54 西村 淳也 �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 416－ 61：11．42 39．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，427，300円 複勝： 43，322，600円 枠連： 9，214，300円
馬連： 45，383，800円 馬単： 19，445，300円 ワイド： 42，639，100円
3連複： 78，279，800円 3連単： 80，047，800円 計： 345，760，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 310円 � 520円 � 190円 枠 連（3－3） 10，340円

馬 連 �� 9，050円 馬 単 �� 14，590円

ワ イ ド �� 2，660円 �� 890円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 18，010円 3 連 単 ��� 104，370円

票 数

単勝票数 計 274273 的中 � 24163（5番人気）
複勝票数 計 433226 的中 � 34387（7番人気）� 18410（8番人気）� 73368（1番人気）
枠連票数 計 92143 的中 （3－3） 690（28番人気）
馬連票数 計 453838 的中 �� 3884（33番人気）
馬単票数 計 194453 的中 �� 999（53番人気）
ワイド票数 計 426391 的中 �� 4043（32番人気）�� 12839（8番人気）�� 5221（23番人気）
3連複票数 計 782798 的中 ��� 3259（58番人気）
3連単票数 計 800478 的中 ��� 556（324番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―11．9―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．4―46．3―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モエレコネクター �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス

2016．3．12生 牡4鹿 母 モエレゴールド 母母 ニアーザゴールド 9戦1勝 賞金 14，010，000円
初出走 JRA

※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） 3頭 アーモロート号・グラウクス号・テリオスヒメ号
（非抽選馬） 1頭 ジューンアクア号

3005811月14日 晴 良 （2福島3） 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（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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

35 フォワードアゲン �3黒鹿55 柴田 善臣浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 426＋ 41：48．9 1．8�
816 ル ヴ ァ ン 牡3鹿 55 西村 淳也 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B472＋ 41：49．0� 10．8�
611 ナリタブレード 牡3黒鹿55 川又 賢治�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 498± 01：49．1クビ 6．8�
24 � シュテルンシチー 牡4栗 57 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 452＋ 41：49．42 86．2�
612 スプリッツァー 牡3栗 55 菊沢 一樹古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 462－ 4 〃 アタマ 26．4	
47 � タ カ ン ナ 牝3栗 53 黛 弘人合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 432－111：49．5	 159．9

36 サイレントクララ 牝4黒鹿55 荻野 極吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 506－ 41：49．6	 26．3�
714 フルートフルデイズ 牝3黒鹿53 中井 裕二飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 454－ 81：49．81 61．3�
510 コスモギンガ 牝3芦 53 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 日高 出口牧場 450＋121：50．11� 33．9
23 � ラブインブルーム 牝4青鹿55 小林 脩斗�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 434± 0 〃 クビ 74．1�
815 カガジャスティス 牡3鹿 55 富田 暁香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 518－ 81：50．2クビ 46．3�
12 � レ ゴ リ ス �4黒鹿57 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか 村上牧場 472－ 8 〃 アタマ 15．5�
11 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 B446－ 6 〃 アタマ 24．2�
48 ポールトゥウィン 牡3鹿 55 亀田 温心 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 502＋ 21：50．41
 5．8�
59 ユースフルラヴ 牝3黒鹿53 菅原 明良吉田 晴哉氏 田中 博康 安平 追分ファーム 414－ 6 〃 同着 38．6�
713 ア ポ ロ ニ ケ 牝3鹿 53 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡野牧場 468－ 21：53．8大差 265．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，498，100円 複勝： 39，032，200円 枠連： 13，645，800円
馬連： 53，002，400円 馬単： 24，503，700円 ワイド： 46，390，700円
3連複： 88，824，600円 3連単： 102，616，800円 計： 399，514，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 280円 � 190円 枠 連（3－8） 970円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 480円 �� 400円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 11，190円

票 数

単勝票数 計 314981 的中 � 134273（1番人気）
複勝票数 計 390322 的中 � 123346（1番人気）� 25253（4番人気）� 46519（3番人気）
枠連票数 計 136458 的中 （3－8） 10800（4番人気）
馬連票数 計 530024 的中 �� 39651（3番人気）
馬単票数 計 245037 的中 �� 10667（4番人気）
ワイド票数 計 463907 的中 �� 25107（3番人気）�� 31411（2番人気）�� 6597（17番人気）
3連複票数 計 888246 的中 ��� 23025（6番人気）
3連単票数 計1026168 的中 ��� 6645（18番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．8―12．6―12．4―11．7―11．9―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．3―48．9―1：01．3―1：13．0―1：24．9―1：36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォワードアゲン �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2020．3．21 中山4着

2017．4．22生 �3黒鹿 母 エーシンシャイナー 母母 エイシンサンサン 9戦2勝 賞金 30，681，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アポロニケ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月14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 スーパーノーマル号



3005911月14日 晴 良 （2福島3） 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（1600万円以下），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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

510 キ ル ロ ー ド �5鹿 57 菊沢 一樹エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 B500－ 41：09．2 22．4�
713 センショウユウト 牡5鹿 57 富田 暁川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 B488＋ 41：09．41	 26．1�
24 ペイシャドリーム 牝4鹿 55 的場 勇人北所 直人氏 的場 均 新冠 ラツキー牧場 464－ 8 〃 アタマ 8．4�
611 ナンヨーアミーコ �7栗 57 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 430＋ 41：09．5クビ 10．5�
23 シセイヒテン 牡5青 57 西村 淳也猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 454－ 21：09．6
 7．6�
35 ムスコローソ 牡5栗 57 嶋田 純次落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 524＋ 41：09．81	 45．0	
59 アテンフラワー 牝5青鹿55 川又 賢治�マークス 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 480－ 6 〃 ハナ 22．0

47 クインズチャパラ 牝5鹿 55 小崎 綾也亀田 和弘氏 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 B462± 01：09．9
 41．8�
36 ウ ィ ズ 牡5鹿 57 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 488－ 61：10．0� 13．3�
11 イ オ ラ ニ �9黒鹿57 藤懸 貴志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド B484－ 2 〃 クビ 33．5
12 アルミューテン 牝6栗 55 黛 弘人伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 502－ 41：10．1
 15．9�
815 グッドマックス 牝3芦 54 丸田 恭介長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 452＋ 4 〃 アタマ 7．0�
48 クラウンルシフェル 牡9栗 57 亀田 温心�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B484－ 21：10．41� 200．0�
816 ポップシンガー 牝6鹿 55 山田 敬士村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 468± 01：10．5� 168．3�
612� エイシンハルニレ 牡3鹿 56 高倉 稜吉田 勝利氏 角田 輝也 浦河 栄進牧場 450－ 91：11．03 185．5�

（愛知）

714 メイショウミモザ 牝3芦 54 松岡 正海松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 440± 01：11．42
 2．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，287，600円 複勝： 64，777，800円 枠連： 28，734，000円
馬連： 133，558，400円 馬単： 52，023，100円 ワイド： 87，545，500円
3連複： 226，543，500円 3連単： 249，776，700円 計： 890，246，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，240円 複 勝 � 580円 � 730円 � 300円 枠 連（5－7） 1，770円

馬 連 �� 26，050円 馬 単 �� 57，040円

ワ イ ド �� 6，820円 �� 2，580円 �� 3，510円

3 連 複 ��� 85，460円 3 連 単 ��� 615，940円

票 数

単勝票数 計 472876 的中 � 16879（9番人気）
複勝票数 計 647778 的中 � 28393（8番人気）� 21872（11番人気）� 62940（4番人気）
枠連票数 計 287340 的中 （5－7） 12554（8番人気）
馬連票数 計1335584 的中 �� 3973（63番人気）
馬単票数 計 520231 的中 �� 684（131番人気）
ワイド票数 計 875455 的中 �� 3279（62番人気）�� 8812（32番人気）�� 6431（41番人気）
3連複票数 計2265435 的中 ��� 1988（188番人気）
3連単票数 計2497767 的中 ��� 294（1221番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．1―11．6―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．1―45．7―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ル ロ ー ド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．7．29 札幌2着

2015．3．3生 �5鹿 母 キルシュワッサー 母母 ナ ミ ビ ア 20戦4勝 賞金 62，743，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 アンブロジオ号・ウインゼノビア号・エレヴァート号・エンゲージリング号・ケイアイサクソニー号・

トロワマルス号・ナーゲルリング号・ニシノドレッシー号・ブレイブメジャー号・マルカテノール号

3006011月14日 晴 良 （2福島3） 第5日 第12競走 ��
��1，700�

そ う ま

相 馬 特 別
発走15時55分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

713 ミステリオーソ 牡3黒鹿55 吉田 隼人 �シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 笹地牧場 468－101：46．4 1．8�
23 ペイシャキュウ 牝4鹿 55 山田 敬士北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 442－ 6 〃 アタマ 10．3�
610� モズダッシュスター 牡4栗 57 亀田 温心 �キャピタル・システム 南井 克巳 新冠 佐藤牧場 504＋ 41：47．14 29．7�
611 カフェプリンス 牡4鹿 57 松岡 正海西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 510＋ 21：47．2クビ 6．5�
46 フィルストバーン 	4黒鹿57 菅原 明良�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 456－ 6 〃 ハナ 15．9	
34 グランドビクトリー 牡4栗 57 菱田 裕二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B496＋101：47．3
 16．4

35 プエルタデルソル 牡6栗 57 熊沢 重文前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 81：47．4� 65．0�
47 テイエムクロムシャ 牡4青鹿57 西村 淳也竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 478＋ 61：47．5クビ 11．9�
58 � コスモセイリュウ 牡3鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Janet Quillen 496－ 21：48．03 16．4
59 ホウオウライジン 牡4栗 57 川又 賢治小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B486＋161：48．1クビ 14．1�
815� シュプリームゾーン 牡6黒鹿57 島 克駿村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 500－121：48．2� 79．5�
11 � マハーラーニー 牝4鹿 55 黛 弘人谷口 祐人氏 藤原 辰雄 安平 ノーザンファーム 460－ 21：48．3� 59．7�
22 ディーエスプルーフ 牡3鹿 55 菊沢 一樹秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B438－ 21：48．72 42．3�
814 ゴールデンチョイス 牡4青鹿57 中井 裕二田島榮二郎氏 武藤 善則 新ひだか 元茂牧場 482＋221：49．23 223．6�
712 ゲンパチアイアン 牡3鹿 55 丸田 恭介平野 武志氏 佐々木晶三 新ひだか 飛野牧場 480＋ 21：49．3
 42．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，935，400円 複勝： 55，055，200円 枠連： 18，842，800円
馬連： 74，681，300円 馬単： 35，913，800円 ワイド： 65，056，500円
3連複： 138，948，600円 3連単： 150，610，000円 計： 576，043，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 220円 � 590円 枠 連（2－7） 860円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，170円 �� 3，440円

3 連 複 ��� 7，800円 3 連 単 ��� 22，690円

票 数

単勝票数 計 369354 的中 � 157451（1番人気）
複勝票数 計 550552 的中 � 177000（1番人気）� 56091（3番人気）� 15760（10番人気）
枠連票数 計 188428 的中 （2－7） 16972（4番人気）
馬連票数 計 746813 的中 �� 63125（2番人気）
馬単票数 計 359138 的中 �� 20333（4番人気）
ワイド票数 計 650565 的中 �� 42618（3番人気）�� 13878（11番人気）�� 4519（37番人気）
3連複票数 計1389486 的中 ��� 13359（23番人気）
3連単票数 計1506100 的中 ��� 4811（61番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．6―12．9―13．0―12．5―12．9―12．4―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．7―42．6―55．6―1：08．1―1：21．0―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．3
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミステリオーソ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．9．22 阪神3着

2017．1．10生 牡3黒鹿 母 ミステリアスオーラ 母母 レディソヴリン 8戦3勝 賞金 40，095，000円
〔制裁〕 ペイシャキュウ号の騎手山田敬士は，前検量について注意義務を怠り過怠金10，000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 ブリッツェンシチー号



（2福島3）第5日 11月14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
27，000，000円
1，790，000円
21，910，000円
78，821，500円
5，032，500円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
348，658，200円
478，309，500円
127，183，300円
578，813，400円
251，713，100円
519，265，600円
995，393，400円
1，026，319，500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 4，325，656，000円

総入場人員 1，086名 （有料入場人員 899名）
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