
3202511月12日 晴 良 （4福島3） 第3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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．4
1：07．4

不良
不良

816 エレガントムーン 牝2鹿 54
53 ☆角田 大和 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 416＋ 41：09．5 9．2�

611 ベアカワイコチャン 牝2栗 54 荻野 琢真熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新ひだか 沖田 忠幸 466＋ 41：09．71� 39．7�
713 フクノワカバ 牝2黒鹿54 川又 賢治佐藤 範夫氏 杉山 佳明 浦河 信岡牧場 452± 01：10．12 11．1�
11 ディアナゼロス 牝2栗 54 中井 裕二天堀 忠博氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 466＋ 41：10．2� 11．6�
815 シミーシェイク 牝2鹿 54

50 ★永島まなみ加藤 徹氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 408＋121：10．94 35．2�
510 イ ナ ホ 牝2栗 54

51 ▲土田 真翔中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 448＋ 41：11．0クビ 241．9	
12 ミスファイト 牝2鹿 54 黛 弘人西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 81：11．21� 154．7

23 ショウナンアウリイ 牝2鹿 54

53 ☆松本 大輝国本 哲秀氏 松下 武士 新ひだか 西村牧場 452＋ 21：11．51� 29．6�
24 サルフトピッチ 牝2黒鹿 54

51 ▲佐々木大輔�明栄商事 新開 幸一 日高 高柳 隆男 440＋ 6 〃 クビ 7．9
59 リリージェーン 牝2鹿 54

52 △原 優介馬目 時宗氏 小手川 準 浦河 川越ファーム 418± 01：11．6� 1．5�
48 マリノペガサス 牝2栗 54 菊沢 一樹矢野まり子氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 444＋ 61：11．7� 149．6�
36 ミオファースト 牝2栗 54 的場 勇人服部 英利氏 粕谷 昌央 浦河 荻伏服部牧場 434＋ 41：11．8� 99．0�
714 サンアルフィー 牝2栗 54 武藤 雅 �加藤ステーブル 水野 貴広 新ひだか 谷岡スタット 394－ 8 〃 アタマ 354．2�
35 シナロアテソーロ 牝2鹿 54 荻野 極了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 浦河 日進牧場 452＋181：12．01� 30．7�
47 ジャズピアニスト 牝2芦 54 国分 優作小菅 誠氏 坂口 智康 新ひだか 千代田牧場 458± 01：12．1� 173．5�
612 ダンザンレーヴ 牝2青鹿 54

53 ☆小沢 大仁 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 398－ 41：12．2� 208．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，721，800円 複勝： 89，851，600円 枠連： 8，183，800円
馬連： 36，520，400円 馬単： 20，941，300円 ワイド： 42，181，900円
3連複： 65，839，900円 3連単： 79，285，000円 計： 373，525，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 540円 � 1，670円 � 660円 枠 連（6－8） 4，610円

馬 連 �� 11，900円 馬 単 �� 21，630円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 1，110円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 21，220円 3 連 単 ��� 119，750円

票 数

単勝票数 計 307218 的中 � 28232（3番人気）
複勝票数 計 898516 的中 � 45920（2番人気）� 13392（8番人気）� 36853（5番人気）
枠連票数 計 81838 的中 （6－8） 1374（14番人気）
馬連票数 計 365204 的中 �� 2378（26番人気）
馬単票数 計 209413 的中 �� 726（41番人気）
ワイド票数 計 421819 的中 �� 4296（22番人気）�� 10029（11番人気）�� 4530（21番人気）
3連複票数 計 658399 的中 ��� 2327（47番人気）
3連単票数 計 792850 的中 ��� 480（256番人気）

ハロンタイム 9．6―10．8―11．2―12．2―12．8―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．4―31．6―43．8―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エレガントムーン �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2022．10．16 新潟4着

2020．5．4生 牝2鹿 母 ムーンフェイズ 母母 アフターザサン 2戦1勝 賞金 6，300，000円
※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 キーオブハート号・スマイルフレンド号・タイセイシャルム号
（非抽選馬） 1頭 チャスラフスカ号

3202611月12日 晴 良 （4福島3） 第3日 第2競走 ��1，700�2歳未勝利
発走10時15分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．3
1：44．3

稍重
稍重

814 プ メ ハ ナ 牝2栗 54 斎藤 新�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450－ 41：48．4 10．9�

11 アルムエアフォルク 牝2青鹿 54
50 ★永島まなみ﨑川美枝子氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－10 〃 アタマ 3．6�
33 エリンアキレウス 牡2鹿 55

54 ☆秋山 稔樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 大栄牧場 520－ 61：48．93 32．5�
712� カ ウ ピ リ 牝2芦 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited 442± 01：49．53� 2．9�
610 コーラフロート 牡2鹿 55

53 △横山 琉人中村 智幸氏 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 472± 01：50．24 17．6�
22 ヴィナクローナ 牡2黒鹿55 菱田 裕二 	社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 464＋ 21：50．4� 5．8

711 ヒラリーステップ 牝2鹿 54

52 △原 優介 	ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 上山牧場 474＋141：51．14 24．4�
45 ニホンピロアレイ 牝2栗 54 小牧 太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 452＋ 61：51．74 184．8�
34 ソッケルカーカ 牝2青鹿 54

51 ▲水沼 元輝	ミルファーム 奥平 雅士 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 458－ 21：51．8� 144．8

58 カガカーニバル 	2栗 55 菊沢 一樹香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 21：52．01
 19．5�
57 カシノアルバ 牡2黒鹿 55

52 ▲佐々木大輔柏木 務氏 和田 雄二 熊本 ストームファーム
コーポレーション 430－121：52．31� 386．1�

46 ジョータルマエ 牡2芦 55
54 ☆角田 大和上田けい子氏 中竹 和也 浦河 斉藤 政志 502－101：57．4大差 22．4�

69 トータルプラン 牡2栗 55
53 △山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 468－ 4 （競走中止） 132．9�

813� シティオブハンター 牝2鹿 54
52 △小林 脩斗田頭 勇貴氏 武藤 善則 米 Waymore

LLC 492－ 8 （競走中止） 16．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，896，500円 複勝： 29，803，500円 枠連： 11，166，200円
馬連： 33，563，100円 馬単： 14，633，400円 ワイド： 35，067，100円
3連複： 51，986，700円 3連単： 49，613，500円 計： 251，730，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 350円 � 160円 � 570円 枠 連（1－8） 1，460円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 4，470円

ワ イ ド �� 730円 �� 3，850円 �� 950円

3 連 複 ��� 14，640円 3 連 単 ��� 54，830円

票 数

単勝票数 計 258965 的中 � 20085（4番人気）
複勝票数 計 298035 的中 � 19492（5番人気）� 65499（2番人気）� 10865（10番人気）
枠連票数 計 111662 的中 （1－8） 5920（5番人気）
馬連票数 計 335631 的中 �� 12984（5番人気）
馬単票数 計 146334 的中 �� 2454（16番人気）
ワイド票数 計 350671 的中 �� 12831（7番人気）�� 2232（35番人気）�� 9630（9番人気）
3連複票数 計 519867 的中 ��� 2662（44番人気）
3連単票数 計 496135 的中 ��� 656（173番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―31．5―45．4―58．8―1：10．4―1：22．6―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プ メ ハ ナ �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．7．16 福島8着

2020．4．11生 牝2栗 母 ピンウィール 母母 オルカインパルス 3戦1勝 賞金 5，200，000円
〔競走中止〕 トータルプラン号は，競走中に疾病〔右第3中手骨々折及び右第1指骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで

競走中止。
シティオブハンター号は，最後の直線コースで，先に疾病を発症した「トータルプラン」号に触れた影響で競走中止。

〔制裁〕 シティオブハンター号の騎手小林脩斗は，調整ルームへの入室が遅れたことについて過怠金10，000円。
〔その他〕 ジョータルマエ号は，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。

第３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12日 晴 良 （4福島3） 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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．5

良
良

12 ヴェンチュラムーン 牡2鹿 55
53 △横山 琉人西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 426＋ 21：10．3 5．7�

815 エルディアナ 牝2栗 54 藤岡 佑介 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 404＋ 61：10．51� 12．9�
714 ワックスフラワー 牝2黒鹿54 黛 弘人�ミルファーム 深山 雅史 新ひだか 田中 裕之 432＋ 41：10．61 12．0�
816 シンリンゲンカイ 牝2鹿 54 菊沢 一樹酒井 孝敏氏 石栗 龍彦 日高 サンシャイン

牧場 450＋ 6 〃 クビ 63．7�
510 シャトーボビー 牡2青鹿 55

52 ▲佐々木大輔德増 栄治氏 菊川 正達 日高 クラウン日高牧場 468＋ 41：10．91� 2．4�
35 ゴットリープ 牡2青鹿55 団野 大成今村 明浩氏 栗田 徹 日高 沖田牧場 474± 01：11．0� 5．9	
36 スイープラン 牝2黒鹿54 斎藤 新岡村 善行氏 渡辺 薫彦 日高 門別牧場 458－ 4 〃 アタマ 9．1

47 ケサランパサラン 牝2鹿 54

50 ★永島まなみ中村 智幸氏 中村 直也 新ひだか ケイアイファーム 418＋ 41：11．21� 34．2�
611 イツモハラペコ 牡2鹿 55 国分 優作小田切 光氏 畑端 省吾 新ひだか 桑嶋 峰雄 472＋101：11．3� 117．5�
24 ショウナンマラマ 牝2黒鹿 54

52 △原 優介国本 哲秀氏 西園 正都 日高 天羽牧場 444－ 21：11．61� 28．2
23 マッティーナ 牡2鹿 55 富田 暁大野 富生氏 斎藤 誠 浦河 高昭牧場 528－ 8 〃 クビ 31．5�
612 モ ナ ベ リ ー 牝2栗 54

52 △小林 凌大ディアレストクラブ� 上原 博之 浦河 ディアレスト
クラブ 432± 01：11．7� 310．7�

59 サーフライド 牡2鹿 55 菱田 裕二�和田牧場 和田正一郎 日高 スマイルファーム 446＋ 41：11．8� 277．1�
713 ストリートジャガー 牡2青鹿 55

54 ☆小沢 大仁吉岡 泰治氏 松山 将樹 日高 日高大洋牧場 478± 01：12．0� 43．4�
48 ビ ス ケ ッ ト 牝2黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹�和田牧場 和田正一郎 平取 びらとり牧場 444－ 61：13．17 284．8�
11 ス ノ ー ベ ル 牝2芦 54

52 △小林 脩斗岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 434－ 21：13．2� 210．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，097，700円 複勝： 39，645，400円 枠連： 8，663，000円
馬連： 34，515，400円 馬単： 16，217，600円 ワイド： 36，216，400円
3連複： 50，448，800円 3連単： 51，651，900円 計： 267，456，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 390円 � 290円 枠 連（1－8） 2，460円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 4，830円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 820円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 8，560円 3 連 単 ��� 37，590円

票 数

単勝票数 計 300977 的中 � 44189（2番人気）
複勝票数 計 396454 的中 � 60028（3番人気）� 23588（6番人気）� 35179（4番人気）
枠連票数 計 86630 的中 （1－8） 2728（12番人気）
馬連票数 計 345154 的中 �� 8231（13番人気）
馬単票数 計 162176 的中 �� 2514（19番人気）
ワイド票数 計 362164 的中 �� 8452（13番人気）�� 11635（9番人気）�� 5581（16番人気）
3連複票数 計 504488 的中 ��� 4416（28番人気）
3連単票数 計 516519 的中 ��� 996（117番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―11．7―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．4―46．1―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェンチュラムーン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．7．3 函館3着

2020．5．5生 牡2鹿 母 ラスヴェンチュラス 母母 ジ ョ セ ッ ト 4戦1勝 賞金 8，820，000円
〔制裁〕 ゴットリープ号の騎手団野大成は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・3番）
※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。
（非抽選馬） 2頭 キリシマラッキー号・ワイワイスマイル号

3202811月12日 晴 良 （4福島3） 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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．1
1：06．1

不良
不良

47 ミ ロ ワ ー ル 牝3鹿 54 菱田 裕二合同会社雅苑興業 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 434－ 81：08．6 4．0�
48 ナムラデイリリー 牝3黒鹿54 酒井 学奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 476＋ 41：09．55 8．1�
612 アジアノジュンシン 牝4鹿 55

54 ☆松本 大輝植村 仁氏 奥村 武 日高 門別 敏朗 470± 0 〃 アタマ 48．5�
24 フ エ キ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子�和田牧場 和田正一郎 浦河 カケハムポニークラブ 512－ 21：09．6� 6．1�
36 ア カ ザ 牝3鹿 54 勝浦 正樹鈴木 康弘氏 伊坂 重信 むかわ 上水牧場 436± 01：09．81 35．0�
815 トーアスカーレット 牝3栗 54 菊沢 一樹高山ランド	 勢司 和浩 豊浦トーア牧場 478－ 61：09．9� 7．5

35 ガレットジョーカー 牝3栗 54

51 ▲大久保友雅橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 450＋ 41：10．11� 101．3�
611 ペイシャカレン 牝3栗 54

52 △小林 脩斗北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 カミイスタット 448＋12 〃 アタマ 10．7�
59 カグラマツリウタ 牝3鹿 54

53 ☆角田 大和�高橋ファーム 角田 晃一 日高 シンボリ牧場 466＋ 6 〃 クビ 60．5
12 セイウンノウヒメ 牝4青 55

54 ☆小沢 大仁西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 �川 啓一 476＋ 61：10．2クビ 87．1�
23 エヴリーサンクス 牝3鹿 54

52 △山田 敬士フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B466－121：10．41� 82．6�
713 キュートヘスティア 牝3栗 54 荻野 極�杵臼牧場 辻 哲英 浦河 杵臼牧場 438－ 61：10．5� 9．9�
816 ミトグラフィア 牝4鹿 55

53 △原 優介	G1レーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 414± 01：10．6� 105．6�
714 グラサージュ 牝3黒鹿54 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 日高 下河辺牧場 534＋181：10．91� 49．6�
11 ミ エ リ 牝4栗 55 藤岡 佑介 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 396＋141：11．53� 87．4�
510 ニシノラーナ 牝3鹿 54

52 △横山 琉人西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 前田ファーム 486＋ 4 〃 クビ 4．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，184，100円 複勝： 46，351，500円 枠連： 10，195，200円
馬連： 43，772，500円 馬単： 18，710，500円 ワイド： 44，763，000円
3連複： 72，798，700円 3連単： 74，961，600円 計： 342，737，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 290円 � 1，100円 枠 連（4－4） 1，510円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 650円 �� 3，950円 �� 6，010円

3 連 複 ��� 29，220円 3 連 単 ��� 113，220円

票 数

単勝票数 計 311841 的中 � 62167（2番人気）
複勝票数 計 463515 的中 � 86051（2番人気）� 40332（6番人気）� 8562（11番人気）
枠連票数 計 101952 的中 （4－4） 5231（7番人気）
馬連票数 計 437725 的中 �� 20330（6番人気）
馬単票数 計 187105 的中 �� 4487（10番人気）
ワイド票数 計 447630 的中 �� 18870（6番人気）�� 2829（37番人気）�� 1846（52番人気）
3連複票数 計 727987 的中 ��� 1868（87番人気）
3連単票数 計 749616 的中 ��� 480（353番人気）

ハロンタイム 9．5―10．9―11．6―12．1―12．1―12．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．4―32．0―44．1―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ロ ワ ー ル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．12．28 阪神2着

2019．2．25生 牝3鹿 母 オルトリンデ 母母 オスティエンセ 10戦2勝 賞金 25，780，000円
〔制裁〕 ガレットジョーカー号の騎手大久保友雅は，調整ルームへの入室が遅れたことについて過怠金10，000円。



3202911月12日 晴 良 （4福島3） 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
1：58．5

良
良

69 ボーンイングランデ 牡2鹿 55 斎藤 新 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 グランデファーム 468 ―2：04．9 11．9�
610 トーセンエスクード 牡2鹿 55 菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ

スティファーム 434 ―2：05．32� 7．3�
46 アスターブジエ 牡2栗 55 藤岡 佑介加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 464 ―2：05．72� 20．4�
57 パルメリータ 牝2栗 54

53 ☆角田 大和 �キャロットファーム 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488 ―2：05．8クビ 2．1	

813 フクシマブルース 牝2芦 54 嶋田 純次西本 資史氏 石毛 善彦 新冠 ビッグレッドファーム 408 ―2：06．01� 72．4

33 エ イ ブ ル 牡2鹿 55

54 ☆秋山 稔樹近藤 英子氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 458 ―2：06．32 53．5�
11 ワンダーハイパー 牡2黒鹿55 藤懸 貴志山本 能成氏 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 444 ―2：06．4クビ 18．4�
45 ショーガイッパイ 牡2鹿 55 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 アサヒ牧場 508 ―2：06．61� 7．5
712 ハナノニオイ 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 510 ―2：06．81� 12．6�
711 フ ル ー ヴ 牝2青鹿54 加藤 祥太阿部東亜子氏 羽月 友彦 新ひだか 三石川上牧場 434 ― 〃 ハナ 29．7�
34 キョウエイボンバー 牡2黒鹿55 勝浦 正樹田中 晴夫氏 伊坂 重信 日高 春木ファーム 476 ―2：07．54 97．7�
22 サンスノーフレーク 牝2栗 54 菱田 裕二 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 株式会社 加

藤ステーブル 464 ― 〃 ハナ 21．7�
58 サスティーン 牝2鹿 54 武藤 雅 �シルクレーシング 武藤 善則 平取 坂東牧場 468 ―2：07．71� 31．7�
814 グラスミラー 牡2鹿 55 田中 勝春半沢� 菊川 正達 新ひだか 松田牧場 492 ―2：08．87 36．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，312，300円 複勝： 31，228，200円 枠連： 9，359，400円
馬連： 33，268，800円 馬単： 16，579，200円 ワイド： 35，498，700円
3連複： 53，227，200円 3連単： 57，056，900円 計： 270，530，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 360円 � 230円 � 440円 枠 連（6－6） 3，350円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 6，790円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，960円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 12，080円 3 連 単 ��� 70，230円

票 数

単勝票数 計 343123 的中 � 24338（4番人気）
複勝票数 計 312282 的中 � 21964（5番人気）� 39804（2番人気）� 17229（8番人気）
枠連票数 計 93594 的中 （6－6） 2161（13番人気）
馬連票数 計 332688 的中 �� 7880（12番人気）
馬単票数 計 165792 的中 �� 1831（21番人気）
ワイド票数 計 354987 的中 �� 8935（9番人気）�� 4590（20番人気）�� 6398（15番人気）
3連複票数 計 532272 的中 ��� 3303（48番人気）
3連単票数 計 570569 的中 ��� 589（233番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．3―13．8―14．1―12．7―12．0―12．3―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．0―36．3―50．1―1：04．2―1：16．9―1：28．9―1：41．2―1：53．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボーンイングランデ �
�
父 サトノクラウン �

�
母父 ブラックタイド 初出走

2020．4．5生 牡2鹿 母 シェアザジョイフル 母母 ペ リ ド ッ ト 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3203011月12日 晴 良 （4福島3） 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）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：05．8

良
良

11 � エンジェルシリカ 牝3鹿 54
52 △横山 琉人前田 幸大氏 矢作 芳人 米 Mrs. E

Stockwell 448－ 61：09．8 2．0�
12 ダイリュウブラック 牡3鹿 56 荻野 琢真大野 龍氏 梅田 智之 新ひだか カタオカステーブル 444－ 41：10．01� 15．4�
24 � ペプチドルーカス 牡6鹿 57 川又 賢治沼川 一彦氏 吉村 圭司 様似 猿倉牧場 450－ 41：10．1クビ 23．0�
612� ドラゴンゴクウ 牡3黒鹿56 丸山 元気福本 次雄氏 根本 康広 日高 福本 次雄 470＋101：10．31� 17．7�
35 � バ ン ベ ル ク 牡4鹿 57

56 ☆角田 大和 �キャロットファーム 小林 真也 安平 ノーザンファーム B470＋ 2 〃 ハナ 7．1�
611 キャニオニング 牝4鹿 55

54 ☆秋山 稔樹吉田 照哉氏 村田 一誠 千歳 社台ファーム B432－ 4 〃 ハナ 11．1	
714� ロ ゼ ク ラ ン 牝4黒鹿55 菱田 裕二水谷 昌晃氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田牧場 450－ 2 〃 クビ 17．6

48 タイキバンディエラ 牡3黒鹿56 菊沢 一樹�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B504－ 41：10．4	 17．0�
36 プ ラ ソ ン 牝3鹿 54 藤岡 佑介市川 義美氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B442＋ 41：10．61� 8．6�
510� インディナート 牝4黒鹿 55

52 ▲佐々木大輔 KAJIMOTOホー
ルディングス 堀内 岳志 新ひだか タガミファーム B462＋ 41：10．81� 164．1�

47 � クインズムーン 牝4鹿 55
52 ▲大久保友雅 �シルクレーシング 中川 公成 愛 Littlejohn

Bloodstock Ltd 474＋10 〃 ハナ 39．4�
713 オレタチハツヨイ 
3栗 56 荻野 極GET NEXT 栗田 徹 浦河 ヒダカフアーム 492＋ 6 〃 ハナ 38．6�
815 ショウナンナウシカ 牝3鹿 54

53 ☆松本 大輝国本 哲秀氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 458＋ 21：10．9� 36．8�
59 アドマイヤアリエル 牝5鹿 55 富田 暁近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：11．0クビ 28．3�
23 カ ッ コ ヨ カ 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 460－ 21：11．21� 153．4�
816 メリヴェイユ 牝3鹿 54

52 △小林 凌大岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 444－ 61：11．52 54．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，533，100円 複勝： 36，753，200円 枠連： 10，278，100円
馬連： 35，430，700円 馬単： 16，048，800円 ワイド： 40，345，900円
3連複： 59，817，400円 3連単： 59，716，800円 計： 289，924，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 460円 � 420円 枠 連（1－1） 2，930円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 4，660円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 920円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 11，960円 3 連 単 ��� 50，690円

票 数

単勝票数 計 315331 的中 � 121342（1番人気）
複勝票数 計 367532 的中 � 95896（1番人気）� 16520（8番人気）� 18084（7番人気）
枠連票数 計 102781 的中 （1－1） 2713（15番人気）
馬連票数 計 354307 的中 �� 10648（7番人気）
馬単票数 計 160488 的中 �� 2582（11番人気）
ワイド票数 計 403459 的中 �� 8517（12番人気）�� 11554（5番人気）�� 3307（43番人気）
3連複票数 計 598174 的中 ��� 3751（37番人気）
3連単票数 計 597168 的中 ��� 854（122番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―12．0―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．1―46．1―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エンジェルシリカ �
�
父 Dark Angel �

�
母父 War Front デビュー 2021．11．7 福島2着

2019．2．12生 牝3鹿 母 Brave Anna 母母 Liscanna 10戦2勝 賞金 20，100，000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。
（非抽選馬） 5頭 アイムファイン号・グランチェイサー号・バトルシャイニング号・ホウオウエンジェル号・リュクスフレンド号



3203111月12日 晴 良 （4福島3） 第3日 第7競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時05分 （ダート・右）

若手騎手；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

34 � マ ジ ッ ク 牡4黒鹿 57
56 ☆亀田 温心 �カナヤマホール

ディングス 高柳 大輔 新ひだか 服部 牧場 514＋ 21：45．9 5．0�
611 エ ル バ リ オ 牡3鹿 55

54 ☆角田 大和 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B518－101：46．11� 3．0�
46 アイアムイチリュウ 牡5黒鹿 57

53 ★永島まなみ堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 B516＋ 21：46．52 3．4�
58 シルバーブレッド 牡3鹿 55 富田 暁犬塚悠治郎氏 石坂 公一 新ひだか 佐藤 鉄也 424－ 61：46．92 13．9�
59 � マサカウマザンマイ 牡4鹿 57

55 △原 優介鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム B482＋ 11：47．22 73．8	
22 サクセスエース 牡4栗 57

56 ☆小沢 大仁鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 B492－ 21：47．3� 9．5

814 ストロンゲスト 牡3芦 55 川又 賢治阿部東亜子氏 茶木 太樹 浦河 谷川牧場 476－101：47．4� 41．8�
11 � オ ル ガ ン ザ 牡5鹿 57

55 △横山 琉人鈴木 史郎氏 堀内 岳志 千歳 社台ファーム 534－181：47．5クビ 57．9�
610 イエローウィン 牝3黒鹿 53

50 ▲佐々木大輔平川 浩之氏 菊川 正達 日高 槇本牧場 B472－101：47．92 20．8
47 グレナデンシロップ 牝3黒鹿53 団野 大成吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 436－ 81：48．11� 141．8�
23 � ヒロノゴウカイ 牡3鹿 55

54 ☆秋山 稔樹小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 増本牧場 484－ 31：48．2� 89．3�
712 パ ナ プ リ 牡4黒鹿 57

54 ▲大久保友雅畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 石原牧場 444＋ 41：48．73� 93．5�
713� エンジェルステアー 牝4鹿 55

52 ▲水沼 元輝平井 裕氏 田村 康仁 日高 白井牧場 460± 01：49．65 257．7�
815 クリノレジェンド 牡3黒鹿 55

53 △小林 脩斗栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 500－ 81：49．81� 78．1�
35 クオーレドーロ 牝3鹿 53 斎藤 新 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 466＋181：51．6大差 9．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，674，800円 複勝： 30，793，000円 枠連： 13，311，900円
馬連： 53，113，200円 馬単： 16，668，300円 ワイド： 34，732，600円
3連複： 58，127，600円 3連単： 65，231，200円 計： 299，652，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 130円 � 130円 枠 連（3－6） 370円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 390円 �� 430円 �� 220円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 6，470円

票 数

単勝票数 計 276748 的中 � 44006（3番人気）
複勝票数 計 307930 的中 � 32939（3番人気）� 66508（2番人気）� 67895（1番人気）
枠連票数 計 133119 的中 （3－6） 27608（1番人気）
馬連票数 計 531132 的中 �� 37579（3番人気）
馬単票数 計 166683 的中 �� 5509（6番人気）
ワイド票数 計 347326 的中 �� 21448（2番人気）�� 18642（4番人気）�� 46151（1番人気）
3連複票数 計 581276 的中 ��� 44727（2番人気）
3連単票数 計 652312 的中 ��� 7301（9番人気）

ハロンタイム 7．2―10．8―11．7―12．7―12．9―12．4―12．7―12．4―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．0―29．7―42．4―55．3―1：07．7―1：20．4―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マ ジ ッ ク �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Proudest Romeo

2018．5．1生 牡4黒鹿 母 ディアレストトリックスキ 母母 Trickski 2戦1勝 賞金 7，700，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 オルガンザ号の騎手荻野極は，負傷のため横山琉人に変更。
〔制裁〕 ストロンゲスト号の騎手川又賢治は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番）

パナプリ号の騎手大久保友雅は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クオーレドーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月12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 テンナイトパール号

3203211月12日 晴 良 （4福島3） 第3日 第8競走 ��2，600�3歳以上1勝クラス
発走13時35分 （芝・右）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：35．1

良
良

11 ブラックラテ 牡4黒鹿 57
56 ☆角田 大和 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 498＋ 62：43．0 23．7�

816 リッチブラック 牡3青 55 藤岡 佑介辻 助氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 460－ 4 〃 アタマ 4．5�
815 ホウオウユニコーン 牡3芦 55 団野 大成小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 456－ 42：43．1クビ 15．5�
612 ブリングトゥライフ 牝4鹿 55 富田 暁�G1レーシング 畑端 省吾 安平 追分ファーム 470－ 2 〃 クビ 18．5�
510 ロックバウンド 牡3鹿 55

54 ☆小沢 大仁 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 464± 02：43．2クビ 5．5	
12 ウインマイルート 牡3栗 55

53 △原 優介�ウイン 鈴木慎太郎 新冠 コスモヴューファーム 442＋ 6 〃 ハナ 9．7

36 リ ヴ ィ ア 牝3鹿 53 斎藤 新 �シルクレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 430＋ 8 〃 アタマ 8．3�
713 ウインザナドゥ 牡4栗 57 菱田 裕二�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 466－ 62：43．31 11．4�
24 イズジョーアーサー 牡3鹿 55 酒井 学泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 B494－ 82：43．61� 78．1
714 コスモフロイデ 牡3栗 55 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 折手牧場 472＋122：44．13 13．2�
48 メイショウサンガ 牡5鹿 57 田中 勝春松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 524＋ 22：44．31� 5．5�
59 ビートザレコード 牡3鹿 55

53 △横山 琉人�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋ 22：44．61� 43．9�

35 シングマイハート 牝4鹿 55
51 ★永島まなみ �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B452－ 82：44．81 16．1�
47 ホウオウアクセル 牡6栗 57 古川 吉洋小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 452± 02：45．75 144．4�
23 � ラストエクセル 牝5栗 55

53 ◇藤田菜七子 �ニッシンホール
ディングス 平田 修 新ひだか チャンピオンズファーム 452＋ 82：46．23	 83．9�

611� タカイチイチロウ 牡4鹿 57
54 ▲佐々木大輔髙橋 一郎氏 天間 昭一 浦河 カナイシスタッド 440－ 22：46．83	 100．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，502，800円 複勝： 36，520，900円 枠連： 9，846，700円
馬連： 35，636，500円 馬単： 15，497，600円 ワイド： 38，237，200円
3連複： 60，578，000円 3連単： 61，981，300円 計： 286，801，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，370円 複 勝 � 840円 � 210円 � 390円 枠 連（1－8） 1，930円

馬 連 �� 7，870円 馬 単 �� 17，470円

ワ イ ド �� 2，290円 �� 6，030円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 42，260円 3 連 単 ��� 251，040円

票 数

単勝票数 計 285028 的中 � 9584（11番人気）
複勝票数 計 365209 的中 � 9594（12番人気）� 56412（2番人気）� 23371（7番人気）
枠連票数 計 98467 的中 （1－8） 3938（8番人気）
馬連票数 計 356365 的中 �� 3505（37番人気）
馬単票数 計 154976 的中 �� 665（86番人気）
ワイド票数 計 382372 的中 �� 4288（35番人気）�� 1598（62番人気）�� 8222（13番人気）
3連複票数 計 605780 的中 ��� 1075（154番人気）
3連単票数 計 619813 的中 ��� 179（901番人気）

ハロンタイム 13．5―12．1―12．4―12．5―12．8―12．6―13．0―13．1―12．3―12．1―12．1―12．1―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�
13．5―25．6―38．0―50．5―1：03．3―1：15．9―1：28．9―1：42．0―1：54．3―2：06．4―2：18．5―2：30．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラックラテ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．8．30 新潟1着

2018．4．8生 牡4黒鹿 母 ラ テ ア ー ト 母母 ラ テ ル ネ 11戦2勝 賞金 18，030，000円
〔騎手変更〕 ホウオウユニコーン号の騎手荻野極は，負傷のため団野大成に変更。
〔制裁〕 ウインマイルート号の騎手原優介は，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。
〔3走成績による出走制限〕 イズジョーアーサー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年1月12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 カルトゥーシュ号



3203311月12日 晴 良 （4福島3） 第3日 第9競走 2，000�
に ほ ん ま つ

二 本 松 特 別
発走14時10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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000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
1：57．3
1：56．1

良
良

22 � サンデイビス 牡4芦 57 菊沢 一樹 �加藤ステーブル 村田 一誠 日高 株式会社
ケイズ 502－ 42：00．7 12．0�

46 ストップザタイム 牡3栗 55 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 508－ 22：00．8クビ 4．6�

59 ダノンソフィア 牝3鹿 53 藤岡 佑介�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 498－ 4 〃 ハナ 2．3�
47 マイネルデステリョ 牡5黒鹿57 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 454± 0 〃 アタマ 11．2�
11 ナ ミ ブ �6鹿 57 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 42：01．01 130．4	
34 サルサロッサ 牝3鹿 53 団野 大成岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか タガミファーム 446± 02：01．21� 33．8

713 トーセンシエロ 牝3鹿 53 武藤 雅島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 414± 02：01．52 7．5�
35 レッドカムイ 牡4鹿 57 亀田 温心 �東京ホースレーシング 嘉藤 貴行 千歳 社台ファーム 526－142：02．02� 109．2
23 ト ピ ッ ク ス 牡4鹿 57 大塚 海渡齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 470－ 22：02．42� 271．1�
610 ネージュプドルーズ 牝3青 53 酒井 学�G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 416＋10 〃 クビ 121．6�
712 フジマサフリーダム 牡3芦 55 田中 勝春藤原 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 520＋ 62：02．5� 8．1�
814 ジ ャ ス コ 牝3鹿 53 小林 凌大大和屋 暁氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：02．7� 75．5�
611 マーゴットワーズ 牡3青 55 荻野 琢真前田 良平氏 小林 真也 浦河 高昭牧場 470＋102：03．12� 14．3�
58 イザトナレバ �3鹿 55 秋山 稔樹大久保幸夫氏 伊坂 重信 浦河 有限会社

吉田ファーム B458＋ 42：06．0大差 162．5�
815 デアリングオウカ 牝3青鹿53 国分 優作ライオンレースホース� 加藤士津八 日高 長谷川牧場 442－ 62：06．85 27．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，659，300円 複勝： 33，356，800円 枠連： 8，362，600円
馬連： 37，752，000円 馬単： 16，275，300円 ワイド： 37，348，000円
3連複： 56，769，800円 3連単： 66，651，800円 計： 284，175，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 290円 � 170円 � 130円 枠 連（2－4） 1，840円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 600円 �� 490円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 17，800円

票 数

単勝票数 計 276593 的中 � 18315（6番人気）
複勝票数 計 333568 的中 � 22297（7番人気）� 49317（3番人気）� 83167（1番人気）
枠連票数 計 83626 的中 （2－4） 3515（5番人気）
馬連票数 計 377520 的中 �� 13856（9番人気）
馬単票数 計 162753 的中 �� 2438（21番人気）
ワイド票数 計 373480 的中 �� 14765（7番人気）�� 18760（4番人気）�� 37686（1番人気）
3連複票数 計 567698 的中 ��� 23211（4番人気）
3連単票数 計 666518 的中 ��� 2714（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．2―34．6―46．9―59．3―1：11．5―1：23．7―1：36．0―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サンデイビス �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 アドマイヤムーン

2018．5．16生 牡4芦 母 ピントゥハティ 母母 シーサイドエンゼル 18戦1勝 賞金 24，762，000円
初出走 JRA

〔その他〕 デアリングオウカ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の
適用を除外。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 イザトナレバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月12日まで平地競走に
出走できない。

3203411月12日 晴 良 （4福島3） 第3日 第10競走 ��1，200�
あ い づ

会 津 特 別
発走14時45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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：05．8

良
良

47 ジャストザビアンカ 牝4青鹿55 菊沢 一樹ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 464＋ 41：10．2 14．4�
815 ヤマニンプティパ 牝5鹿 55 田中 勝春土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 434－241：10．3� 58．2�
59 � フチサンメルチャン 牡5栗 57 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 470－ 21：10．51� 51．3�
510 ニューアリオン 牡4鹿 57 菱田 裕二フィールドレーシング 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 484－ 61：10．6� 9．1�
713	 ジュストコル 牡4鹿 57 丸山 元気吉田 照哉氏 大久保龍志 英 Shadai Farm B506－ 6 〃 ハナ 12．2�
36 ダテボレアス 牡3鹿 56 酒井 学渡邉 直樹氏 西園 正都 浦河 川越ファーム 490＋ 2 〃 ハナ 10．7�
11 ショウナンマッハ 牡3鹿 56 斎藤 新国本 哲秀氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 502＋ 8 〃 アタマ 2．5	
24 チ ャ イ カ 牝5鹿 55 小沢 大仁谷掛 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 476－ 21：10．7� 14．5

612 ミズノコキュウ 牝3鹿 54 団野 大成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 浦河 梅田牧場 420＋ 41：10．8� 26．5�
35 � ケリアテソーロ 牝4鹿 55 原 優介了德寺健二ホール

ディングス� 伊坂 重信 新ひだか 服部 牧場 440－ 6 〃 アタマ 64．0
12 セリノーフォス 牝3鹿 54 松本 大輝 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 462＋ 41：10．9クビ 8．9�
23 マカオンブラン 牡5鹿 57 中井 裕二關 陽彦氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 506＋121：11．11� 151．4�
816� エイシンツーリング 牡3鹿 56 国分 優作�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 472－ 61：11．2� 165．6�
611 ニシノレバンテ 牡3鹿 56 武藤 雅西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 折手牧場 B490－ 21：11．41� 8．2�
48 � ディアナグラン 牝4栗 55 西村 太一湊 義明氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 492± 01：12．25 70．4�
714	 チャロアイト 牝5鹿 55 藤岡 佑介吉田 晴哉氏 池上 昌和 米 Merriebelle

Stable, LLC 498－ 41：12．3クビ 12．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，953，200円 複勝： 48，160，600円 枠連： 14，810，800円
馬連： 62，556，600円 馬単： 24，898，600円 ワイド： 59，517，500円
3連複： 104，155，100円 3連単： 104，319，100円 計： 456，371，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 420円 � 1，380円 � 1，480円 枠 連（4－8） 14，770円

馬 連 �� 29，470円 馬 単 �� 49，790円

ワ イ ド �� 8，270円 �� 5，630円 �� 19，460円

3 連 複 ��� 221，290円 3 連 単 ��� 1，036，040円

票 数

単勝票数 計 379532 的中 � 21006（8番人気）
複勝票数 計 481606 的中 � 33035（7番人気）� 8791（12番人気）� 8169（13番人気）
枠連票数 計 148108 的中 （4－8） 777（30番人気）
馬連票数 計 625566 的中 �� 1645（66番人気）
馬単票数 計 248986 的中 �� 375（125番人気）
ワイド票数 計 595175 的中 �� 1859（71番人気）�� 2740（56番人気）�� 786（90番人気）
3連複票数 計1041551 的中 ��� 353（341番人気）
3連単票数 計1043191 的中 ��� 73（1808番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．1―11．9―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．7―45．6―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャストザビアンカ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．10．17 新潟3着

2018．2．25生 牝4青鹿 母 ジャストザハピネス 母母 エレガントトーク 17戦3勝 賞金 41，951，000円
〔騎手変更〕 チャロアイト号の騎手荻野極は，負傷のため藤岡佑介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カシノフォワード号
（非抽選馬） 6頭 アイアンムスメ号・ヴィクトワールメイ号・ダンツイノーバ号・トーホウラビアン号・ベルウッドブラボー号・

ラストリージョ号



3203511月12日 晴 良 （4福島3） 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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
1：43．1
1：40．9

不良
重

58 ジャズブルース 牡3青鹿55 団野 大成 �シルクレーシング 吉村 圭司 平取 坂東牧場 458± 01：44．7 3．4�
59 ペイシャキュウ 牝6鹿 55 斎藤 新北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 448± 01：45．65 11．5�
815 オレンジペコ 牝5栗 55 古川 吉洋今村 明浩氏 武 英智 浦河 大島牧場 B492＋ 81：45．7クビ 32．6�
11 ショウナンマリオ 牡5黒鹿57 松本 大輝�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 500＋ 4 〃 クビ 46．4�
814 ハンディーズピーク 牡4鹿 57 藤岡 佑介前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ B508－ 61：45．8クビ 9．2�
22 タイセイシェダル 牡4栗 57 小沢 大仁田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 大島牧場 452－ 41：45．91 21．2	
47 ラ ボ エ ー ム 牝5黒鹿55 国分 優作ライオンレースホース
 大根田裕之 浦河 浦河日成牧場 448－ 41：46．0クビ 14．5�
712 アイリッシュムーン 牝4栗 55 富田 暁�須野牧場 武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 486＋ 4 〃 クビ 7．2
610 ギブミーラブ 牝4鹿 55 菱田 裕二 
スリーエイチレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：46．1� 114．3�
46 エースレイジング 牡5黒鹿57 藤懸 貴志三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 456－ 6 〃 ハナ 67．6�
611 メイショウヨカゼ 牡5栗 57 小林 脩斗松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 514－ 21：46．31	 144．4�
713 カシノブレンド 
6芦 57 秋山 稔樹柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 472＋161：46．4クビ 28．5�
35 � クリノホノオ 牡5鹿 57 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 482－ 41：46．5� 16．4�
23 ル ヴ ァ ン 牡5鹿 57 角田 大和 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B480＋ 41：47．24 43．9�
34 コパノニコルソン 牡3栗 55 泉谷 楓真小林 祥晃氏 宮 徹 浦河 宮内牧場 514＋ 6 （競走中止） 3．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，096，800円 複勝： 65，893，000円 枠連： 29，435，700円
馬連： 134，258，100円 馬単： 48，588，400円 ワイド： 103，840，200円
3連複： 229，378，100円 3連単： 231，710，700円 計： 897，201，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 290円 � 830円 枠 連（5－5） 2，130円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 740円 �� 3，130円 �� 4，530円

3 連 複 ��� 25，870円 3 連 単 ��� 100，830円

票 数

単勝票数 計 540968 的中 � 124955（2番人気）
複勝票数 計 658930 的中 � 114544（2番人気）� 59443（5番人気）� 16567（10番人気）
枠連票数 計 294357 的中 （5－5） 10662（10番人気）
馬連票数 計1342581 的中 �� 51459（8番人気）
馬単票数 計 485884 的中 �� 11845（9番人気）
ワイド票数 計1038402 的中 �� 38356（6番人気）�� 8329（35番人気）�� 5711（47番人気）
3連複票数 計2293781 的中 ��� 6648（81番人気）
3連単票数 計2317107 的中 ��� 1666（303番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．0―42．5―54．8―1：06．8―1：19．4―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャズブルース �
�
父 オウケンブルースリ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．6．5 中京5着

2019．3．31生 牡3青鹿 母 ジュピターズジャズ 母母 ビ ー バ ッ プ 11戦4勝 賞金 51，751，000円
〔騎手変更〕 ハンディーズピーク号の騎手荻野極は，負傷のため藤岡佑介に変更。
〔競走中止〕 コパノニコルソン号は，発走後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

3203611月12日 晴 良 （4福島3） 第3日 第12競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走15時55分 （芝・右）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：05．8

良
良

815 イールテソーロ 牝3鹿 54
50 ★永島まなみ了德寺健二ホール

ディングス� 加藤 和宏 熊本 本田 土寿 474－ 61：10．7 30．8�
23 � ベ ン ガ ン 牡5芦 57 藤懸 貴志小林 薫氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 468－ 2 〃 ハナ 6．7�
612 タイガーリリー 牝4鹿 55 黛 弘人�ミルファーム 尾関 知人 日高 高柳 隆男 472－ 61：10．8� 11．4�
12 デ フ ィ デ リ 牡3青鹿56 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 466＋ 4 〃 ハナ 3．1�
611� エコロキング 牡4青鹿57 菊沢 一樹原村 正紀氏 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 456＋ 8 〃 クビ 17．6	
47 デルマヤクシ 牡4栗 57 丸山 元気浅沼 廣幸氏 田中 克典 日高 白井牧場 462－ 21：10．9� 8．2

36 ア ヴ ァ ノ ス �4鹿 57 武藤 雅吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 452± 01：11．21� 27．7�
713 サザンステート 牡3黒鹿 56

55 ☆角田 大和窪田 芳郎氏 松永 幹夫 平取 坂東牧場 468± 01：11．3� 7．0�
24 ルージュルミナス 牝3芦 54 富田 暁 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 448－22 〃 アタマ 7．9
59 ラッシュアップ �5青鹿57 菱田 裕二 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム B512－ 4 〃 ハナ 26．7�
816� ア ザ ル 牝4栗 55

54 ☆泉谷 楓真ケーエスHD 本田 優 日高 天羽 禮治 B438－ 21：11．51 132．0�
11 ユナイテッドハーツ 牡4鹿 57

55 △横山 琉人大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 ディアレスト
クラブ B440－141：11．61 15．1�

510 コスモサンレミ 牝4鹿 55
54 ☆松本 大輝 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 B458－101：11．7� 25．2�

714� パラティーノヒル 牝5栗 55
53 ◇藤田菜七子Mr．ホース 南田美知雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 404－ 61：11．8� 133．1�
48 ミーハディビーナ 牝5青鹿 55

52 ▲佐々木大輔 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 4 〃 アタマ 64．7�

35 � クリノハニー 牝3栗 54 的場 勇人栗本 博晴氏 的場 均 日高 宝寄山 拓樹 432－101：12．11� 253．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，685，000円 複勝： 54，500，100円 枠連： 19，627，100円
馬連： 74，911，000円 馬単： 28，060，900円 ワイド： 66，996，100円
3連複： 128，844，700円 3連単： 130，827，300円 計： 546，452，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，080円 複 勝 � 670円 � 230円 � 390円 枠 連（2－8） 5，200円

馬 連 �� 15，340円 馬 単 �� 34，900円

ワ イ ド �� 4，410円 �� 4，530円 �� 910円

3 連 複 ��� 44，060円 3 連 単 ��� 300，150円

票 数

単勝票数 計 426850 的中 � 11052（12番人気）
複勝票数 計 545001 的中 � 18777（12番人気）� 72107（2番人気）� 35882（6番人気）
枠連票数 計 196271 的中 （2－8） 2921（23番人気）
馬連票数 計 749110 的中 �� 3784（53番人気）
馬単票数 計 280609 的中 �� 603（113番人気）
ワイド票数 計 669961 的中 �� 3826（55番人気）�� 3726（58番人気）�� 19783（6番人気）
3連複票数 計1288447 的中 ��� 2193（150番人気）
3連単票数 計1308273 的中 ��� 316（935番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．6―11．9―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．2―47．1―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イールテソーロ �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 Exceed And Excel デビュー 2021．7．17 福島3着

2019．3．21生 牝3鹿 母 ワイルドソース 母母 Salsa Brava 9戦1勝 賞金 13，044，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔騎手変更〕 ラッシュアップ号の騎手荻野極は，負傷のため菱田裕二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 シアープレジャー号・ゼロドラゴン号・ニシノリース号・ブラックハート号・マイネルチューダ号・

ララサンスフル号



（4福島3）第3日 11月12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 185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

200，570，000円
3，020，000円
28，280，000円
1，580，000円
25，290，000円
81，516，500円
5，087，500円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
402，317，400円
542，857，800円
153，240，500円
615，298，300円
253，119，900円
574，744，600円
991，972，000円
1，033，007，100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 4，566，557，600円

総入場人員 8，369名 （有料入場人員 8，045名）
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