
3202511月13日 晴 稍重 （3福島2） 第3日 第1競走 ��1，150�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：07．4
1：07．4

不良
不良

510 ダイチラファール 牡2黒鹿 55
51 ★永島まなみ服部 英利氏 粕谷 昌央 浦河 荻伏服部牧場 428－ 21：08．9 15．5�

23 バイハリウッド 牡2鹿 55
54 ☆泉谷 楓真ニットー商事� 金成 貴史 新冠 武田 修一 480± 01：09．0クビ 3．7�

611 メイショウキッド 牡2鹿 55
52 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 498－ 61：09．42� 2．4�

59 タイセイクレセント 牡2鹿 55 斎藤 新田中 成奉氏 斎藤 誠 浦河 バンブー牧場 474＋ 41：09．72 14．0�
816 グリーンライズ 牡2黒鹿 55

52 ▲横山 琉人加藤 興一氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 450－ 21：10．55 67．2�
11 ルクスランページ 牡2栗 55

52 ▲松本 大輝�ルクス 村山 明 日高 いとう牧場 464± 01：10．6� 9．6	
714 フェノメーヌ 牝2青鹿54 藤懸 貴志 �ローレルレーシング 加用 正 日高 タバタファーム 430－ 41：10．71 25．9

36 オ ッ カ ナ イ 牝2芦 54

51 ▲原 優介由井健太郎氏 深山 雅史 浦河 ヒダカフアーム 430－ 21：10．91� 233．2�
24 マサルイチバンボシ 牡2栗 55 丹内 祐次山藤賢� 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 21：11．0� 7．5�
47 マイアミュレット 牡2鹿 55

52 ▲小林 脩斗�マークス 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 462± 01：11．1� 22．7
612 タカノドリーム 牡2栗 55

52 ▲西谷 凜山口多賀司氏 梅田 智之 新冠 大栄牧場 508＋ 61：11．3� 257．1�
48 ナ ラ ン ホ 牡2栗 55 菊沢 一樹薪浦 亨氏 武市 康男 新ひだか 静内フアーム 470－ 21：11．51� 182．9�
815 フェスティヴメノコ 牝2鹿 54

53 ☆秋山 稔樹臼井義太郎氏 清水 英克 浦河 富田牧場 428＋ 81：12．03� 104．9�
35 ルミナスブルー 牡2黒鹿55 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 ノースガーデン 426＋121：12．74 125．2�
12 マインヨハシレ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也峰 哲馬氏 萱野 浩二 浦河 グラストレーニ
ングセンター 390＋ 81：14．8大差 328．7�

（15頭）
713 ライセンストゥキル 牡2鹿 55

52 ▲小林 凌大田記 正規氏 小島 茂之 日高 大矢牧場 456＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，025，500円 複勝： 32，551，300円 枠連： 7，293，000円
馬連： 36，876，000円 馬単： 17，901，700円 ワイド： 33，087，600円
3連複： 58，961，500円 3連単： 63，812，100円 計： 275，508，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 250円 � 130円 � 120円 枠 連（2－5） 910円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 8，320円

ワ イ ド �� 860円 �� 420円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 20，020円

票 数

単勝票数 差引計 250255（返還計 858） 的中 � 13634（6番人気）
複勝票数 差引計 325513（返還計 1547） 的中 � 22018（5番人気）� 67249（2番人気）� 93553（1番人気）
枠連票数 差引計 72930（返還計 64） 的中 （2－5） 6181（5番人気）
馬連票数 差引計 368760（返還計 2873） 的中 �� 8929（12番人気）
馬単票数 差引計 179017（返還計 1768） 的中 �� 1613（27番人気）
ワイド票数 差引計 330876（返還計 4488） 的中 �� 8478（12番人気）�� 19238（5番人気）�� 43223（1番人気）
3連複票数 差引計 589615（返還計 10386） 的中 ��� 29072（3番人気）
3連単票数 差引計 638121（返還計 9889） 的中 ��� 2310（66番人気）

ハロンタイム 9．5―10．6―11．5―12．4―12．3―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．1―31．6―44．0―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．3
3 10，3（1，11）（8，12，9）7，14（4，5）15，6，16＝2 4 ・（10，3）（1，11）（12，9）8，14，7，4－6，5，16－15＝2

勝馬の
紹 介

ダイチラファール �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．6．27 東京9着

2019．6．2生 牡2黒鹿 母 スープリムシチー 母母 スープリムゴディス 6戦1勝 賞金 5，870，000円
〔競走除外〕 ライセンストゥキル号は，馬場入場後に放馬。疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マインヨハシレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月13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 シェヘラザード号

3202611月13日 晴 稍重 （3福島2） 第3日 第2競走 1，700�2歳未勝利
発走10時15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
1：46．3
1：44．8

稍重
不良

712 ラブパイロー 牝2青鹿 54
53 ☆秋山 稔樹増田 陽一氏 大和田 成 浦河トラストスリーファーム 478± 01：47．1 8．1�

610 サクラトップラン 牝2鹿 54 斎藤 新�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 436± 01：47．52� 2．1�
22 グランブリッジ 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁サイプレスホール
ディングス合同会社 新谷 功一 新ひだか 金舛 幸夫 428－161：48．88 21．7�

46 グレースブロード 牝2鹿 54 木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 444± 01：49．22� 30．9�
59 アポロリップ 牝2鹿 54 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 512＋ 2 〃 アタマ 7．0�
34 ネイチャーミヤビ 牝2鹿 54

51 ▲原 優介井上 修一氏 根本 康広 浦河 金石牧場 500＋ 41：49．41� 178．2	
23 オーブリオン 牝2青鹿 54

51 ▲小林 脩斗稲垣 隆治氏 蛯名 利弘 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 490± 01：49．61� 120．2


58 サンボールダー 牝2鹿 54 田中 勝春 �加藤ステーブル 角田 晃一 日高 株式会社
ケイズ 446－ 61：49．81� 124．7�

11 クイーンアポーン 牝2鹿 54 菊沢 一樹�ジェイアール 土田 稔 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 456－121：49．9� 52．8�

814 ボルダーズビーチ 牝2鹿 54 �島 克駿 シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム B452－ 2 〃 クビ 13．6�
611 ベストスマイル 牝2鹿 54 菱田 裕二保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 436－ 41：50．21� 30．3�
47 サンオークレア 牝2鹿 54 中井 裕二 �加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 株式会社 加

藤ステーブル 448＋ 41：51．15 99．3�
713 ペアブロッサム 牝2芦 54

53 ☆泉谷 楓真�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470± 01：51．52� 4．7�

35 アクアポリン 牝2鹿 54
51 ▲横山 琉人谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 444－161：52．45 224．4�

815 ブライティアコバ 牝2栗 54 柴山 雄一小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 460－12 （競走中止） 61．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，343，500円 複勝： 28，130，500円 枠連： 6，098，900円
馬連： 29，211，300円 馬単： 14，416，400円 ワイド： 27，502，300円
3連複： 45，362，400円 3連単： 48，894，000円 計： 221，959，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 180円 � 120円 � 430円 枠 連（6－7） 320円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，480円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 18，780円

票 数

単勝票数 計 223435 的中 � 23203（4番人気）
複勝票数 計 281305 的中 � 35464（2番人気）� 93570（1番人気）� 10552（8番人気）
枠連票数 計 60989 的中 （6－7） 14327（1番人気）
馬連票数 計 292113 的中 �� 30974（2番人気）
馬単票数 計 144164 的中 �� 5181（6番人気）
ワイド票数 計 275023 的中 �� 24565（3番人気）�� 4342（16番人気）�� 8859（9番人気）
3連複票数 計 453624 的中 ��� 9382（11番人気）
3連単票数 計 488940 的中 ��� 1887（48番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―11．8―13．2―13．0―12．7―12．9―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．1―29．9―43．1―56．1―1：08．8―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4F51．0―3F38．3
1
3
12，10，6，9（3，4，15）（2，11）13－1－（7，8）14－5
12，10－（6，9）（3，4，11）（2，13）8（1，15）14－7＝5

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

勝馬の
紹 介

ラブパイロー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2021．8．7 新潟3着

2019．5．17生 牝2青鹿 母 グッドファッション 母母 ゼットマリア 4戦1勝 賞金 7，670，000円
〔騎手変更〕 アクアポリン号の騎手小林凌大は，検査のため横山琉人に変更。
〔競走中止〕 ブライティアコバ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アクアポリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月13日まで平地競走

に出走できない。

第２回 福島競馬 第３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



3202711月13日 晴 良 （3福島2） 第3日 第3競走 1，200�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
1：08．5
1：07．5

良
良

713 バーニングアイズ 牝2黒鹿54 西村 淳也岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 笹島 智則 420＋ 41：10．4 14．0�
24 エコロデビル 牡2栗 55 丹内 祐次原村 正紀氏 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440± 01：10．71� 8．9�
11 ローズブルーム 牝2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 442＋ 2 〃 アタマ 8．5�
35 ライヴトパーズ 牝2鹿 54 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 原口牧場 404－ 41：10．91� 31．6�
59 ルーチェディルーナ 牝2栗 54

53 ☆秋山 稔樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 406－ 81：11．0クビ 5．7	

611 イ ダ マ ン テ 牡2鹿 55 斎藤 新 KAJIMOTOホー
ルディングス� 浅見 秀一 新ひだか 真歌田中牧場 442－ 41：11．1� 15．3


612 ララペティアン 牝2栗 54 �島 克駿フジイ興産� 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 476－ 41：11．2� 2．7�
（法942）

714 フランドルブリエ 牡2栗 55 菊沢 一樹手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 村下農場 416＋ 41：11．62� 128．3�
12 プリンアラモード 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 船越牧場 412＋ 41：11．7� 439．6
510 リキノキセキ 牝2青鹿 54

53 ☆木幡 育也佐竹 徹氏 天間 昭一 新ひだか 漆原 武男 370－ 21：12．02 250．6�
816 キタノラズベリ 牝2栃栗 54

50 ★永島まなみ北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 田中 裕之 432＋ 21：12．1� 63．5�
815 グレンステラ 牝2黒鹿 54

51 ▲小林 凌大村山 卓也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 田中 春美 434＋101：12．63 368．3�
48 ライヴアクアマリン 牡2鹿 55 菱田 裕二澤田 孝之氏 池上 昌和 新ひだか 藤沢牧場 B516－ 21：12．7� 244．6�
47 フェデフルール 牝2鹿 54

53 ☆泉谷 楓真 �コスモヴューファーム 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 432－ 21：13．33� 24．0�
36 ウインマミリアス 牡2鹿 55 黛 弘人�ウイン 五十嵐忠男 新ひだか 森 政巳 476＋10 〃 クビ 168．1�
23 オウケンミッキー 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁福井 明氏 牧浦 充徳 浦河 辻 牧場 454－ 8 〃 ハナ 5．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，521，900円 複勝： 38，415，700円 枠連： 7，648，900円
馬連： 36，980，200円 馬単： 16，667，500円 ワイド： 35，187，700円
3連複： 57，091，200円 3連単： 55，751，500円 計： 275，264，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 410円 � 240円 � 280円 枠 連（2－7） 1，890円

馬 連 �� 4，530円 馬 単 �� 7，080円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 1，160円 �� 750円

3 連 複 ��� 8，660円 3 連 単 ��� 46，940円

票 数

単勝票数 計 275219 的中 � 16650（6番人気）
複勝票数 計 384157 的中 � 22374（6番人気）� 46278（4番人気）� 36392（5番人気）
枠連票数 計 76489 的中 （2－7） 3136（8番人気）
馬連票数 計 369802 的中 �� 6324（22番人気）
馬単票数 計 166675 的中 �� 1765（31番人気）
ワイド票数 計 351877 的中 �� 7670（16番人気）�� 7684（15番人気）�� 12431（10番人気）
3連複票数 計 570912 的中 ��� 4943（34番人気）
3連単票数 計 557515 的中 ��� 861（175番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．3―11．8―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．5―46．3―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バーニングアイズ �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．8．21 小倉5着

2019．2．15生 牝2黒鹿 母 マイネウインク 母母 コスモピューピル 4戦1勝 賞金 5，800，000円
※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 ゼンカイテン号
（非抽選馬） 1頭 デフィデリ号

3202811月13日 晴 稍重 （3福島2） 第3日 第4競走 1，150�3歳以上1勝クラス
発走11時15分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．1
1：06．1

不良
不良

611� ス テ ラ ー タ 牝4栗 55
52 ▲松本 大輝小菅 定雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 478－ 21：09．1 7．9�

815 メイショウカイト 牝3黒鹿 54
53 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 442－161：09．2クビ 15．8�

714 ア シ タ バ 牝3栗 54 西村 淳也佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 480＋ 21：09．3� 3．5�
48 � チャーミングアクト 牝4鹿 55 �島 良太橋本 浩氏 飯田 雄三 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 21：09．4� 4．7�
35 プリティインピンク 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 412± 01：09．5� 20．3�
23 ラブリークイーン 牝3栗 54 木幡 巧也坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新冠 大狩部牧場 B470＋14 〃 アタマ 59．5�
59 パフュームリボン 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ	髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 436－101：09．71� 47．6

24 フレンドパル 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 458－ 4 〃 クビ 15．2�
510� メイショウワダマ 牝4栗 55

52 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 絵笛牧場 466－ 41：09．8クビ 4．9�
36 � プラットフォーマー 牝4鹿 55 中井 裕二中村 政夫氏 新谷 功一 安平 追分ファーム 470－ 4 〃 クビ 88．9
12 ノーブルハーバー 牝3鹿 54 丹内 祐次吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 日高 スウィング

フィールド牧場 450± 01：10．0� 65．3�
47 トレッファー 牝4栗 55 荻野 極 	フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 440－ 2 〃 クビ 70．5�
713 ク リ オ ズ ナ 牝3栗 54 �島 克駿 	サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 426－10 〃 ハナ 18．2�
816 ノ ヘ ア 牝4芦 55

52 ▲小林 凌大 �ニッシンホール
ディングス 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 422－ 8 〃 ハナ 10．2�

11 エレファンティネ 牝3栗 54 斎藤 新下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 428－ 41：10．42� 72．0�
612 オーガーウェル 牝3鹿 54 秋山真一郎小林竜太郎氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 448＋ 41：11．78 94．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，603，300円 複勝： 34，741，400円 枠連： 7，869，400円
馬連： 39，087，800円 馬単： 15，884，600円 ワイド： 38，220，800円
3連複： 62，277，500円 3連単： 62，703，000円 計： 286，387，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 250円 � 330円 � 160円 枠 連（6－8） 2，320円

馬 連 �� 5，820円 馬 単 �� 9，990円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 900円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 9，150円 3 連 単 ��� 68，770円

票 数

単勝票数 計 256033 的中 � 25883（4番人気）
複勝票数 計 347414 的中 � 34859（4番人気）� 22843（6番人気）� 67233（1番人気）
枠連票数 計 78694 的中 （6－8） 2619（11番人気）
馬連票数 計 390878 的中 �� 5198（24番人気）
馬単票数 計 158846 的中 �� 1192（39番人気）
ワイド票数 計 382208 的中 �� 6925（16番人気）�� 11120（6番人気）�� 9682（9番人気）
3連複票数 計 622775 的中 ��� 5103（28番人気）
3連単票数 計 627030 的中 ��� 661（226番人気）

ハロンタイム 9．6―10．6―11．5―12．2―12．4―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．2―31．7―43．9―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．4
3 ・（8，11）（5，13，14）6（4，9，16）15（1，7，10）－2－3－12 4 ・（8，11）（5，13，14）6（4，9，16）15（1，7，10）2－3＝12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ス テ ラ ー タ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Van Nistelrooy

2017．2．6生 牝4栗 母 セットプレイ 母母 Boldy’s Reflection 15戦1勝 賞金 13，680，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

〔制裁〕 トレッファー号の騎手荻野極は，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。
※クリオズナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3202911月13日 晴 良 （3福島2） 第3日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時05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
1：59．9
1：58．9

良
良

69 フジマサフリーダム 牡2芦 55 丹内 祐次藤原 正一氏 菊川 正達 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 522 ―2：04．3 2．8�

46 ロジハービン 牡2鹿 55
54 ☆泉谷 楓真久米田正明氏 国枝 栄 新冠 村田牧場 524 ―2：04．4クビ 3．7�

22 メイショウトツカ 牡2鹿 55
52 ▲西谷 凜松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 富田牧場 448 ―2：04．5� 92．2�

610 カルトゥーシュ 牡2鹿 55 �島 克駿 �シルクレーシング 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 480 ― 〃 ハナ 10．9�
45 ユ キ ア カ リ 牝2芦 54 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 浦河 辻 牧場 426 ―2：04．61 4．4	
711 スマートウェリナ 牡2芦 55 西村 淳也大川 徹氏 笹田 和秀 日高 株式会社ス

マート 504 ―2：05．13 49．1

57 キ ッ ト ク ル 牝2黒鹿54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 456 ―2：05．31� 40．9�
34 バンフィエルド 牡2栗 55 川又 賢治�G1レーシング 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422 ―2：06．36 14．9�
33 ノーティアス 牡2鹿 55

54 ☆秋山 稔樹吉田 照哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 506 ―2：06．72� 39．5
814 ポンテビアンカ 牝2青鹿54 原田 和真 �コスモヴューファーム 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 460 ―2：06．8クビ 78．2�
813 サンブルーミントン 牡2黒鹿55 中井 裕二 �加藤ステーブル 深山 雅史 日高 株式会社

ケイズ 448 ―2：07．01� 208．5�
11 ポイントゲッター 牡2黒鹿55 菱田 裕二井山 登氏 奥村 武 浦河 田中スタッド 500 ― 〃 クビ 21．1�
712 ガーディアンベル 牡2芦 55 木幡 巧也 �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 田原橋本牧場 498 ―2：08．27 27．5�
58 タツフェーヴル 牡2鹿 55 城戸 義政鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか ニッコウファーム 488 ―2：08．73 168．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，165，100円 複勝： 26，983，500円 枠連： 8，113，900円
馬連： 31，292，600円 馬単： 15，978，700円 ワイド： 28，938，200円
3連複： 48，888，700円 3連単： 58，248，100円 計： 247，608，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 140円 � 1，250円 枠 連（4－6） 260円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 290円 �� 3，160円 �� 3，180円

3 連 複 ��� 11，510円 3 連 単 ��� 37，470円

票 数

単勝票数 計 291651 的中 � 85960（1番人気）
複勝票数 計 269835 的中 � 60573（1番人気）� 57213（2番人気）� 3385（12番人気）
枠連票数 計 81139 的中 （4－6） 23770（1番人気）
馬連票数 計 312926 的中 �� 38960（1番人気）
馬単票数 計 159787 的中 �� 10750（1番人気）
ワイド票数 計 289382 的中 �� 29933（1番人気）�� 2132（34番人気）�� 2120（35番人気）
3連複票数 計 488887 的中 ��� 3185（36番人気）
3連単票数 計 582481 的中 ��� 1127（118番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．0―36．9―50．5―1：03．7―1：16．7―1：29．2―1：41．3―1：52．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フジマサフリーダム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Elusive Quality 初出走

2019．3．12生 牡2芦 母 セデュイールⅡ 母母 Holy Eclair 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ロジハービン号の騎手泉谷楓真は，負担重量について注意義務を怠り過怠金10，000円。

3203011月13日 晴 良 （3福島2） 第3日 第6競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時35分 （芝・右）

若手騎手；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

59 チ ャ イ カ 牝4鹿 55 西村 淳也谷掛 龍夫氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 41：09．7 5．0�

47 サルトアトランテ 牝5鹿 55
52 ▲小沢 大仁 �シルクレーシング 田中 克典 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B464－ 41：09．91 10．3�
713� ヤマニンガラッシア 牡4青鹿 57

56 ☆木幡 育也土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 446± 01：10．11� 22．9�
815� 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 434＋ 21：10．31� 42．8�
35 ホウオウラフィット 牝3青鹿 54

53 ☆秋山 稔樹小笹 芳央氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 416± 0 〃 アタマ 3．9�
714 ノックトゥワイス �3栗 56 �島 克駿飯塚 知一氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 61：10．51 4．3	
12 マイネルチューダ 牡4鹿 57

54 ▲小林 脩斗 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 458＋ 21：10．71� 8．7�

23 メイショウヒゾッコ 牝3鹿 54 川又 賢治松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 406＋ 41：10．8� 43．2�
36 ホウオウジュレップ 牝3芦 54 木幡 巧也小笹 芳央氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 408－ 6 〃 アタマ 27．2
611 スマイルアモーレ 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 B448± 01：10．9� 9．3�
510 シシリエンヌ 牝5青鹿55 斎藤 新手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 B496± 0 〃 アタマ 19．1�
48 ナタラディーヴァ 牝5黒鹿 55

52 ▲横山 琉人加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 454－ 6 〃 ハナ 112．2�
24 � アランチオーネ 牝5栗 55

52 ▲松本 大輝 
ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 434± 01：11．11� 160．9�
612� リ ュ ッ カ 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大星加 浩一氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 424－ 21：11．2	 25．2�
11 � ネージュダムール 牝4芦 55 菊沢 一樹 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 新ひだか 橋本牧場 416± 01：11．41� 123．8�
816 テーオープライム 牝4栗 55

52 ▲西谷 凜小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 452－101：12．04 110．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，146，500円 複勝： 32，966，000円 枠連： 7，059，200円
馬連： 36，027，300円 馬単： 14，925，300円 ワイド： 33，247，900円
3連複： 56，593，500円 3連単： 57，211，100円 計： 260，176，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 210円 � 340円 � 450円 枠 連（4－5） 1，410円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，890円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 15，620円 3 連 単 ��� 54，790円

票 数

単勝票数 計 221465 的中 � 34871（3番人気）
複勝票数 計 329660 的中 � 47718（3番人気）� 24305（5番人気）� 17281（8番人気）
枠連票数 計 70592 的中 （4－5） 3858（6番人気）
馬連票数 計 360273 的中 �� 11411（9番人気）
馬単票数 計 149253 的中 �� 2690（13番人気）
ワイド票数 計 332479 的中 �� 9258（8番人気）�� 4489（23番人気）�� 2828（34番人気）
3連複票数 計 565935 的中 ��� 2716（59番人気）
3連単票数 計 572111 的中 ��� 757（188番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．4―11．9―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．7―46．6―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チ ャ イ カ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．10．12 京都9着

2017．1．22生 牝4鹿 母 ノブレスオブリッジ 母母 スイートダイアナ 15戦2勝 賞金 18，570，000円
〔制裁〕 サルトアトランテ号の騎手小沢大仁は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

チャイカ号の騎手西村淳也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番・3番・2番・1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 オブリガーダミノル号



3203111月13日 晴 良 （3福島2） 第3日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時05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
1：45．3
1：43．8

良
良

815 サンタグラシア 牝3栗 53
52 ☆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 416＋ 21：48．5 2．0�
510� ザスリーサーティ 牡6青鹿57 木幡 巧也諸江 幸祐氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 2 〃 ハナ 7．7�
714 スウィートブルーム 牝3鹿 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム B432－ 21：48．92� 5．7�
713 カラレーション 牝3黒鹿53 �島 克駿 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 412－ 21：49．0� 14．4�
12 スマイルフェアリー 牝3青 53

50 ▲小林 脩斗飯田 真也氏 尾関 知人 日高 浜本牧場 450－ 4 〃 クビ 41．6	
612 アキノコマチ 牝5鹿 55

54 ☆木幡 育也穐吉 正孝氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 434± 0 〃 ハナ 18．4

35 メイショウシンウチ 牡3黒鹿 55

54 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 480－10 〃 ハナ 10．3�
11 ノアスマッシュ 牝3鹿 53

50 ▲横山 琉人佐山 公男氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 428－ 4 〃 クビ 76．3�
48 アルタグラシア 牝4鹿 55 秋山真一郎 �社台レースホース小林 真也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B466－ 41：49．1� 11．1
816 フラワリングナイト 牝4青鹿55 勝浦 正樹�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：49．3� 27．7�
611 ミリタリータンゴ 牡3黒鹿 55

52 ▲小沢 大仁 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム B450－12 〃 アタマ 27．8�
24 � アメジストヴェイグ 牡5黒鹿57 菊沢 一樹成富 直行氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 496－ 61：49．4� 193．4�
47 マイタイムオブデイ 牝5栗 55 荻野 極 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 460－10 〃 クビ 46．4�
36 オブリガーダミノル 牝3鹿 53

50 ▲松本 大輝吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 462－141：50．99 124．8�
59 アキリザーブ 牝4黒鹿55 中井 裕二石山 嘉七氏 小野 次郎 新ひだか 広田牧場 482± 01：51．75 140．6�
23 ニフティギフト 牡3鹿 55

52 ▲西谷 凜濵田 吉通氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 454－141：52．55 347．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，839，300円 複勝： 30，738，000円 枠連： 7，646，300円
馬連： 34，066，300円 馬単： 14，407，200円 ワイド： 30，618，900円
3連複： 53，537，000円 3連単： 61，825，100円 計： 256，678，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 170円 � 170円 枠 連（5－8） 770円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 370円 �� 280円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 6，160円

票 数

単勝票数 計 238393 的中 � 92300（1番人気）
複勝票数 計 307380 的中 � 75615（1番人気）� 40942（2番人気）� 40836（3番人気）
枠連票数 計 76463 的中 （5－8） 7685（2番人気）
馬連票数 計 340663 的中 �� 33009（2番人気）
馬単票数 計 144072 的中 �� 8329（2番人気）
ワイド票数 計 306189 的中 �� 21417（2番人気）�� 30529（1番人気）�� 10326（7番人気）
3連複票数 計 535370 的中 ��� 23646（1番人気）
3連単票数 計 618251 的中 ��� 7269（3番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―11．9―12．3―12．5―12．1―12．0―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―35．5―47．8―1：00．3―1：12．4―1：24．4―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンタグラシア �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Smart Strike デビュー 2021．1．16 中京3着

2018．3．8生 牝3栗 母 サンタエヴィータ 母母 エヴィータアルゼンティーナ 7戦2勝 賞金 20，200，000円
※オブリガーダミノル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3203211月13日 晴 良 （3福島2） 第3日 第8競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時35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

34 ブリエヴェール 牡3青鹿 55
52 ▲小沢 大仁 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 454－141：45．2 7．5�

610 シフクユウヒ 牡4栗 57 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 スマイルファーム 528－121：46．79 7．4�
11 ベンチャーアウト 牡3栗 55 木幡 巧也 �吉澤ホールディングス 庄野 靖志 日高 碧雲牧場 504－ 21：46．8クビ 3．1�
814 クリーンドリーム 牡3芦 55 西村 淳也石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 480＋ 51：47．12 23．3�
46 ニ ン ギ ル ス 牡4栗 57

54 ▲横山 琉人武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 450＋ 8 〃 クビ 17．6�
22 � コズミックマインド 牡3鹿 55 勝浦 正樹�レッドマジック田島 俊明 米 Candy Mead-

ows LLC 458－ 61：47．3� 7．5	
712 ビービーレガロ �4鹿 57 菊沢 一樹
坂東牧場 戸田 博文 日高 ファーミングヤナキタ 520－ 6 〃 	 61．3�
35 ホウオウヴォーヌ 牡3栗 55 丹内 祐次小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド B472＋ 21：47．4クビ 29．2�
611
 シュテルンシチー 牡5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 454± 01：47．61	 22．2
58 � ア ク イ ー ル 牝3栗 53

49 ★永島まなみ�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills
Co. Limited 468－ 81：48．66 48．5�

23 キアヌマウナ 牝3鹿 53 黛 弘人
ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 488－ 81：48．81 9．5�
47 デイトンウェイ 牡3栗 55 �島 克駿 
シルクレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 502－ 21：49．01 23．1�
713
 グロリアスダッド 牡3鹿 55 川又 賢治渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 474－ 31：50．38 36．5�
59 ラ ピ カ ズ マ 牡3黒鹿55 斎藤 新合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：51．04 20．4�
815 フォアシュピール �4黒鹿 57

56 ☆秋山 稔樹 
キャロットファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム B464＋ 41：51．21� 10．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，088，600円 複勝： 34，648，800円 枠連： 8，363，900円
馬連： 34，302，900円 馬単： 14，973，200円 ワイド： 36，143，700円
3連複： 60，227，600円 3連単： 63，786，400円 計： 279，535，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 310円 � 250円 � 180円 枠 連（3－6） 1，510円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 6，370円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 590円 �� 480円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 21，490円

票 数

単勝票数 計 270886 的中 � 28615（4番人気）
複勝票数 計 346488 的中 � 25730（6番人気）� 35504（4番人気）� 57484（1番人気）
枠連票数 計 83639 的中 （3－6） 4276（6番人気）
馬連票数 計 343029 的中 �� 8169（8番人気）
馬単票数 計 149732 的中 �� 1762（15番人気）
ワイド票数 計 361437 的中 �� 8023（10番人気）�� 15838（4番人気）�� 20076（1番人気）
3連複票数 計 602276 的中 ��� 14793（3番人気）
3連単票数 計 637864 的中 ��� 2151（26番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．6―41．9―55．0―1：07．4―1：20．0―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブリエヴェール �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2020．11．21 東京8着

2018．4．15生 牡3青鹿 母 レイヨンヴェール 母母 オッティマルーチェ 11戦2勝 賞金 15，530，000円
〔発走状況〕 グロリアスダッド号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グロリアスダッド号・ラピカズマ号・フォアシュピール号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和3年12月13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 ラズルダズル号



3203311月13日 晴 良 （3福島2） 第3日 第9競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時10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 ク ム シ ラ コ 牡3栗 56 黛 弘人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 462＋101：10．3 19．0�
815 テ セ ウ ス 牡3青鹿56 杉原 誠人�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 440－ 41：10．4クビ 8．4�
611 リ ノ 牝4鹿 55

52 ▲松本 大輝�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ 458－ 41：10．51 3．3�

712 セイラブミー 牝4黒鹿55 勝浦 正樹�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 468± 01：10．6� 7．9�
814 フ ァ タ リ テ 牡5鹿 57 柴山 雄一奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 448－ 8 〃 クビ 22．9	
34 デルニエエトワール 牝4青鹿 55

54 ☆泉谷 楓真�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 476－ 21：10．7� 3．2


22 � ストーンフェンス 牡3栗 56 木幡 巧也ゴドルフィン 高柳 瑞樹 英 Godolphin 474＋ 6 〃 アタマ 5．6�
713 ラマルセイエーズ 牝3鹿 54 斎藤 新岡田 牧雄氏 森田 直行 新冠 タニグチ牧場 482＋ 21：10．9� 56．0�
23 ハ イ ラ イ フ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 浦河 ディアレスト
クラブ 424－ 6 〃 クビ 177．2

58 	 ブラックアーシャ 牝5黒鹿 55
54 ☆秋山 稔樹古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 490＋ 4 〃 ハナ 21．6�

610 ウインバリスタ 牡4黒鹿57 城戸 義政�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 522＋141：11．0クビ 72．5�
11 ヤマタケクララ 牝4黒鹿55 丹内 祐次山中 佳代氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 B484－ 4 〃 クビ 47．4�
47 	 クリノサンシャイン 牝4鹿 55 菊沢 一樹栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 438－ 61：11．21
 185．5�
59 	 トーセンアマンダ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介Mr．ホース 南田美知雄 日高 有限会社 エ
スティファーム 464± 01：11．3� 222．1�

46 	 ブレスドレイン 牝5黒鹿 55
52 ▲小林 脩斗�和田牧場 松永 康利 日高 スマイルファーム 518－ 21：11．62 67．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，801，400円 複勝： 26，475，500円 枠連： 6，050，400円
馬連： 34，953，100円 馬単： 14，976，200円 ワイド： 29，385，700円
3連複： 52，398，700円 3連単： 65，965，700円 計： 253，006，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，900円 複 勝 � 460円 � 240円 � 150円 枠 連（3－8） 1，180円

馬 連 �� 6，380円 馬 単 �� 14，510円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 1，060円 �� 460円

3 連 複 ��� 6，220円 3 連 単 ��� 61，550円

票 数

単勝票数 計 228014 的中 � 9566（6番人気）
複勝票数 計 264755 的中 � 11451（8番人気）� 27194（5番人気）� 60639（1番人気）
枠連票数 計 60504 的中 （3－8） 3957（7番人気）
馬連票数 計 349531 的中 �� 4243（20番人気）
馬単票数 計 149762 的中 �� 774（46番人気）
ワイド票数 計 293857 的中 �� 3815（22番人気）�� 6940（12番人気）�� 17580（3番人気）
3連複票数 計 523987 的中 ��� 6313（21番人気）
3連単票数 計 659657 的中 ��� 777（195番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．9―12．1―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―35．2―47．3―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク ム シ ラ コ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．6．13 函館2着

2018．3．14生 牡3栗 母 デイドリーマー 母母 ドリームスキーム 15戦2勝 賞金 24，352，000円
〔3走成績による出走制限〕 ハイライフ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年1月13日まで平地競走に出走できない。

3203411月13日 晴 良 （3福島2） 第3日 第10競走 ��2，600�
ば ん だ い さ ん

磐 梯 山 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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：35．1

良
良

22 ロワンディシー 牡3鹿 55 秋山真一郎松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 440－142：41．5 4．0�
45 トーホウバロン 牡3黒鹿55 菱田 裕二東豊物産� 石坂 公一 日高 シンボリ牧場 482＋ 2 〃 アタマ 6．4�
813� サンデイビス 牡3芦 55 田中 勝春 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 日高 株式会社

ケイズ 494± 02：41．7� 18．1�
34 デルマラッキーガイ 牡4黒鹿57 西村 淳也浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 476＋ 2 〃 ハナ 21．5�
711 マケルナマサムネ 牡3鹿 55 川又 賢治塩澤 正樹氏 杉山 佳明 洞�湖 レイクヴィラファーム B446－ 62：41．8� 29．3�
610 ミステリーウェイ 	3黒鹿55 斎藤 新 	社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B480＋ 62：41．9クビ 6．6

712 レットミーアウト 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B480± 02：42．21� 25．1�
69 ケンハービンジャー 牡3鹿 55 荻野 極中西 宏彰氏 本田 優 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 436－ 22：42．3
 8．5�
58 ギブンアンソート 牝3栗 53 藤懸 貴志 	社台レースホース斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 482＋102：42．51� 10．3
11 � アメリカンマッハ 牡3鹿 55 黛 弘人 �吉澤ホールディングス 藤原 辰雄 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

494－10 〃 クビ 38．2�
33 ダノンアポロン 牡6鹿 57 泉谷 楓真�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 500＋122：42．81
 45．4�
46 ビーマイセルフ 牝3青鹿53 杉原 誠人	ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 450－ 42：43．65 115．7�
57 コートダルジャン 牝3鹿 53 島 克駿 	キャロットファーム 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 22：43．7� 4．1�
814 ナ ミ ブ 	5鹿 57 城戸 義政	ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 462± 02：43．8クビ 96．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，717，600円 複勝： 38，014，500円 枠連： 10，667，300円
馬連： 53，056，000円 馬単： 19，396，900円 ワイド： 42，706，700円
3連複： 83，042，900円 3連単： 90，511，400円 計： 365，113，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 210円 � 430円 枠 連（2－4） 1，180円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，310円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 18，180円

票 数

単勝票数 計 277176 的中 � 54374（1番人気）
複勝票数 計 380145 的中 � 66150（2番人気）� 49381（3番人気）� 18398（7番人気）
枠連票数 計 106673 的中 （2－4） 6995（5番人気）
馬連票数 計 530560 的中 �� 37466（2番人気）
馬単票数 計 193969 的中 �� 7427（2番人気）
ワイド票数 計 427067 的中 �� 21382（2番人気）�� 8112（18番人気）�� 8180（16番人気）
3連複票数 計 830429 的中 ��� 11256（16番人気）
3連単票数 計 905114 的中 ��� 3609（34番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―12．7―12．7―12．7―12．6―12．8―12．2―12．3―11．8―12．2―12．0―12．4

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�
12．8―25．1―37．8―50．5―1：03．2―1：15．8―1：28．6―1：40．8―1：53．1―2：04．9―2：17．1―2：29．1

コーナー
通過順位

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

2
�

・（10，7）（12，8）（1，14）（9，13）（6，11，4）－5，2，3・（10，1）（8，4）（12，11，7，13）5，2，9－14，3，6
勝馬の
紹 介

ロワンディシー �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2020．12．5 阪神3着

2018．5．8生 牡3鹿 母 ビエンナーレ 母母 フォーカルプレーン 11戦2勝 賞金 25，933，000円



3203511月13日 晴 良 （3福島2） 第3日 第11競走 ��
��1，700�

お う う

奥羽ステークス
発走15時20分 （ダート・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55�4歳以上57�，
牝馬2�減

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

47 エクレアスパークル 牡7青鹿57 荻野 極李 柱坤氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム B466－121：44．9 6．2�
35 � ロッシュローブ 牡4青鹿57 菱田 裕二水上 行雄氏 田中 克典 浦河 笠松牧場 504＋ 21：45．11	 9．1�
611 ホッコーライデン 牡7黒鹿57 勝浦 正樹北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 B522－ 21：45．2
 39．2�
23 ホッコーハナミチ 牡3鹿 55 中井 裕二北幸商事� 長谷川浩大 日高 川端 正博 B478－ 8 〃 アタマ 4．0�
34 ペイシャキュウ 牝5鹿 55 秋山 稔樹北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 444－ 81：45．3
 3．6�
58 グラスブルース 牡7鹿 57 木幡 巧也半沢	 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B520± 01：45．51 23．4

713� ヴ ィ ー ダ �6栗 57 菊沢 一樹 �スマイルファーム 堀井 雅広 日高 スマイルファーム 448＋ 61：45．92
 43．2�
814 アルーフクライ �7鹿 57 西村 淳也 	社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 484－ 41：46．0クビ 9．1�
22 ライジングドラゴン 牡6芦 57 小牧 太鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 440－12 〃 ハナ 26．6
59 メイショウヨカゼ 牡4栗 57 丹内 祐次松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 516－ 4 〃 アタマ 18．2�
46 カウンターエア �5鹿 57 小沢 大仁 	社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 564－ 4 〃 クビ 18．9�
610 エ ス ト 牝5鹿 55 秋山真一郎大島 昌也氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 482－ 41：46．42
 58．9�
815 パ レ ニ ア 牝5鹿 55 斎藤 新今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 514＋101：46．5クビ 130．2�
712 ディモールト 牡4黒鹿57 川又 賢治市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム 498－ 81：46．71	 14．7�
11 エクリリストワール �5栗 57 �島 克駿鈴木 剛史氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム B514－ 61：47．55 48．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，845，200円 複勝： 57，893，800円 枠連： 29，357，700円
馬連： 140，947，000円 馬単： 47，811，200円 ワイド： 93，869，100円
3連複： 236，655，600円 3連単： 235，699，900円 計： 889，079，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 250円 � 310円 � 920円 枠 連（3－4） 620円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 5，740円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 2，900円 �� 6，010円

3 連 複 ��� 42，490円 3 連 単 ��� 175，800円

票 数

単勝票数 計 468452 的中 � 60092（3番人気）
複勝票数 計 578938 的中 � 68137（4番人気）� 51580（5番人気）� 13985（11番人気）
枠連票数 計 293577 的中 （3－4） 36205（1番人気）
馬連票数 計1409470 的中 �� 37600（9番人気）
馬単票数 計 478112 的中 �� 6238（20番人気）
ワイド票数 計 938691 的中 �� 21633（10番人気）�� 8263（35番人気）�� 3937（58番人気）
3連複票数 計2366556 的中 ��� 4177（136番人気）
3連単票数 計2356999 的中 ��� 972（587番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．9―12．4―12．3―12．1―12．4―12．6―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．1―42．5―54．8―1：06．9―1：19．3―1：31．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F38．0
1
3
3，13（7，12）（5，10）15（2，4）11，8，14－1，9－6
3，13（5，7，12）10（2，4，15）（11，14）8（1，6）9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エクレアスパークル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2017．2．26 阪神1着

2014．2．5生 牡7青鹿 母 プリティカリーナ 母母 Ile de France 28戦5勝 賞金 96，102，000円
※ホッコーハナミチ号・ライジングドラゴン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3203611月13日 晴 良 （3福島2） 第3日 第12競走 ��1，200�
あ い づ

会 津 特 別
発走15時55分 （芝・右）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：06．0

良
良

59 � ローレルアイリス 牝4鹿 55 川又 賢治 �ローレルレーシング 杉山 佳明 新冠 新冠橋本牧場 440＋ 41：09．5 31．5�
713 ル ク ル ト 牡4鹿 57 斎藤 新市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 白井牧場 456＋ 81：09．6クビ 11．1�
35 メイショウツツジ 牝3黒鹿54 菊沢 一樹松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 426＋ 41：09．7� 30．1�
12 ホーリーライン 牝5青鹿55 �島 克駿 �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 436－12 〃 ハナ 5．8�
24 レオハイセンス 牝4鹿 55 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 448－ 6 〃 クビ 37．0�
815 ブロンズレッド 牡3栗 56 西村 淳也下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 514－ 8 〃 クビ 14．8	
23 コスモアンジュ 牝4鹿 55 荻野 極 
ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 安達 洋生 490＋ 61：09．8	 6．1�
36 ルミナスライン 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 清水 英克 日高 荒井ファーム 442± 01：09．9� 3．8�
510 ピースユニヴァース 牡6鹿 57 柴山 雄一久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 496－ 81：10．1	 125．6
611 グ ラ ウ ク ス 
5栗 57 中井 裕二 
社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B492＋ 21：10．2	 25．5�
11 カバーガール 牝3黒鹿54 菱田 裕二石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 474＋ 4 〃 ハナ 9．4�
714 インザムービー 牝4鹿 55 泉谷 楓真安原 浩司氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 504＋14 〃 クビ 25．8�
47 ヒ バ リ 牝4黒鹿55 小牧 太�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B440＋101：10．3� 17．4�
612 エールヴィフ 牝4鹿 55 小沢 大仁佐伯由加理氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 B506＋101：11．15 49．7�
816 ア ー ヒ ラ 牝6芦 55 城戸 義政
ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 448－ 21：11．41	 132．9�
48 タ ピ オ カ 牝4青鹿55 木幡 巧也
清水牧場 牧 光二 平取 清水牧場 516± 01：11．5クビ 7．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，581，400円 複勝： 54，793，800円 枠連： 18，603，800円
馬連： 81，588，700円 馬単： 30，331，400円 ワイド： 66，817，700円
3連複： 133，784，200円 3連単： 138，868，800円 計： 564，369，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，150円 複 勝 � 810円 � 330円 � 690円 枠 連（5－7） 7，330円

馬 連 �� 17，350円 馬 単 �� 35，600円

ワ イ ド �� 3，730円 �� 9，630円 �� 3，570円

3 連 複 ��� 92，730円 3 連 単 ��� 578，620円

票 数

単勝票数 計 395814 的中 � 10023（12番人気）
複勝票数 計 547938 的中 � 16806（12番人気）� 48626（4番人気）� 19975（10番人気）
枠連票数 計 186038 的中 （5－7） 1966（29番人気）
馬連票数 計 815887 的中 �� 3644（63番人気）
馬単票数 計 303314 的中 �� 639（127番人気）
ワイド票数 計 668177 的中 �� 4644（53番人気）�� 1776（88番人気）�� 4851（50番人気）
3連複票数 計1337842 的中 ��� 1082（282番人気）
3連単票数 計1388688 的中 ��� 174（1680番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．2―11．8―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．5―45．3―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F36．0
3 ・（3，8）（4，7，16）－（6，9）（14，15）（2，11）（5，12）10，1，13 4 3（4，8）（7，16）（6，9）（2，14，15）（5，11，12）（1，10）13

勝馬の
紹 介

�ローレルアイリス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 スペシャルウィーク

2017．1．30生 牝4鹿 母 アドマイヤカグラ 母母 シーズライクリオ 6戦2勝 賞金 27，585，000円
地方デビュー 2020．9．2 門別

〔制裁〕 ローレルアイリス号の騎手川又賢治は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 ウインオルビット号・ヴォイスオブジョイ号・カフェアヴニール号・ゲンパチアイアン号・トゥールドマジ号・

フクノナルボンヌ号・メインターゲット号



（3福島2）第3日 11月13日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 183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
4，320，000円
25，360，000円
1，580，000円
21，910，000円
76，058，000円
5，032，500円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
339，679，300円
436，352，800円
124，772，700円
588，389，200円
237，670，300円
495，726，300円
948，820，800円
1，003，277，100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 4，174，688，500円

総入場人員 4，711名 （有料入場人員 2，524名）
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