
3204911月19日 晴 良 （4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）

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
1：46．3
1：44．3

稍重
稍重

22 ユアフラッシュ 牝2黒鹿54 富田 暁�G1レーシング 辻野 泰之 安平 追分ファーム 440＋ 41：48．9 8．7�
814 シ ャ ン デ ル 牝2黒鹿54 西村 淳也 �社台レースホース青木 孝文 千歳 社台ファーム 472＋101：49．0� 5．8�
713 シゲルミライ 牝2鹿 54 団野 大成森中 蕃氏 川村 禎彦 日高 田端牧場 480＋ 61：49．42 3．4�
610 サイモンコーラル 牝2青鹿54 丸山 元気澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 458－ 21：49．72 5．6�
34 キタサンポエム 牝2青鹿54 菊沢 一樹�大野商事 小笠 倫弘 新ひだか 米田牧場 466± 01：49．8クビ 3．9	
58 キーオブハート 牝2青鹿 54

53 ☆秋山 稔樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 440＋ 41：50．12 132．3

47 シャイナライ 牝2鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 宗像 義忠 新ひだか 田中 裕之 438＋ 41：50．63 53．4�
35 スギノケルピー 牝2栗 54

50 ★永島まなみ杉山 忠国氏 西園 正都 新ひだか 明治牧場 404± 0 〃 アタマ 24．1�
23 カーメルビーチ 牝2鹿 54

53 ☆小沢 大仁飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 B462－ 61：51．23� 21．9
815 ロ ハ 牝2鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 476－ 21：51．52 131．6�
11 カリーナアンジェロ 牝2鹿 54 斎藤 新大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 452－101：51．81� 86．3�
611 ラヴァンドラ 牝2鹿 54 菅原 隆一佐藤 啓子氏 蛯名 利弘 新冠 佐藤牧場 426－121：51．91 125．6�
712 アギレラビーム 牝2鹿 54

52 △原 優介北原光一郎氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 444＋ 21：52．43 75．0�
46 ローマコンクリート 牝2黒鹿54 嶋田 純次松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 476± 01：52．82� 42．0�

（14頭）
59 ブレードランナー 牝2黒鹿 54

52 △横山 琉人田頭 勇貴氏 尾関 知人 日高 浜本牧場 458＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，449，400円 複勝： 25，735，600円 枠連： 7，576，500円
馬連： 26，065，000円 馬単： 12，064，300円 ワイド： 26，994，100円
3連複： 36，713，500円 3連単： 33，098，000円 計： 186，696，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 220円 � 190円 � 130円 枠 連（2－8） 2，180円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 5，730円

ワ イ ド �� 790円 �� 530円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 19，190円

票 数

単勝票数 差引計 184494（返還計 20951） 的中 � 17912（5番人気）
複勝票数 差引計 257356（返還計 29309） 的中 � 23954（5番人気）� 31466（4番人気）� 67997（1番人気）
枠連票数 差引計 75765（返還計 153） 的中 （2－8） 2693（12番人気）
馬連票数 差引計 260650（返還計 86525） 的中 �� 7939（11番人気）
馬単票数 差引計 120643（返還計 41209） 的中 �� 1577（21番人気）
ワイド票数 差引計 269941（返還計 89819） 的中 �� 8262（11番人気）�� 13044（6番人気）�� 18973（2番人気）
3連複票数 差引計 367135（返還計226154） 的中 ��� 12007（7番人気）
3連単票数 差引計 330980（返還計213066） 的中 ��� 1250（57番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．9―30．3―42．9―55．9―1：08．5―1：21．7―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ユアフラッシュ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．8．13 新潟3着

2020．3．30生 牝2黒鹿 母 ユアメモリー 母母 メモリアルサマー 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ブレードランナー号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
※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。
（非当選馬） 3頭 ストーリーテラー号・タリア号・ハンマ号

3205011月19日 晴 良 （4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）

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

610 トーセンマーク 牡4栗 57 菊沢 一樹島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ
スティファーム B524＋ 21：45．9 20．9�

35 サトノスライヴ 牡5黒鹿 57
56 ☆亀田 温心里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B520－ 21：46．11� 5．7�

712 ケイアイメビウス 牡3鹿 55 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 B506－ 31：46．63� 11．2�
46 トレッファー 牝5栗 55

54 ☆泉谷 楓真 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 440－ 21：46．8� 22．9	
58 キングロコマイカイ 牡3黒鹿55 西村 淳也大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B484＋ 21：47．11� 4．3

814 スマートビクター 牡3栗 55

51 ★永島まなみ大川 徹氏 吉田 直弘 日高 本間牧場 514± 01：47．2� 3．6�
59 アクティブバイオ 牡3芦 55 荻野 極バイオ� 奥平 雅士 日高 中館牧場 476＋ 81：47．41� 157．9�
23 	 フクノエヴリー 牡3黒鹿55 中井 裕二福島 祐子氏 堀内 岳志 日高 株式会社

ケイズ B538－ 6 〃 アタマ 20．3
11 セザンテイオー 牡4栗 57 菱田 裕二瀬山 孝一氏 浅野洋一郎 新冠 山岡牧場 500－ 41：47．5クビ 25．9�
713
 ボブズヤアンクル 牡3鹿 55 斎藤 新ゴドルフィン 大久保龍志 英

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

540＋ 81：48．03 6．4�
611 マルティウス 牡4黒鹿 57

55 △小林 凌大太田 勝久氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 458＋ 61：48．32 100．8�
22 グ ラ ス ピ レ 牝4芦 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 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 462－ 51：48．61� 197．8�

34 エコログロリアス �3鹿 55
53 △横山 琉人原村 正紀氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 480± 01：49．98 82．8�

815
 アメリカンピース �4芦 57
56 ☆角田 大和 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 米 Don Alberto

Corporation B466－ 41：50．53� 17．9�
47 サイモンソーラン 牡3栗 55

53 △小林 脩斗澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 ヤナガワ牧場 488＋101：52．09 17．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，508，800円 複勝： 33，181，500円 枠連： 7，668，500円
馬連： 34，670，700円 馬単： 15，216，900円 ワイド： 37，590，600円
3連複： 59，587，700円 3連単： 55，091，700円 計： 267，516，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 340円 � 190円 � 300円 枠 連（3－6） 3，300円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 10，280円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 2，810円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 13，080円 3 連 単 ��� 101，110円

票 数

単勝票数 計 245088 的中 � 9371（9番人気）
複勝票数 計 331815 的中 � 22802（6番人気）� 53893（2番人気）� 27479（5番人気）
枠連票数 計 76685 的中 （3－6） 1796（15番人気）
馬連票数 計 346707 的中 �� 7429（14番人気）
馬単票数 計 152169 的中 �� 1110（42番人気）
ワイド票数 計 375906 的中 �� 9340（9番人気）�� 3352（38番人気）�� 8445（13番人気）
3連複票数 計 595877 的中 ��� 3416（48番人気）
3連単票数 計 550917 的中 ��� 395（367番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．7―12．2―12．7―12．5―12．9―13．6―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．5―41．7―54．4―1：06．9―1：19．8―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3
15（7，12）14（3，13）4，6（5，9）－（2，8）－11，10，1・（13，12，14）15（3，4）－5（6，7，9）（10，1）8，2＝11

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

勝馬の
紹 介

トーセンマーク �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．7．18 福島5着

2018．3．28生 牡4栗 母 トーセンフリージア 母母 タガノアイリス 14戦2勝 賞金 17，980，000円
〔制裁〕 アクティブバイオ号の騎手荻野極は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サイモンソーラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月19日まで平地

競走に出走できない。

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



3205111月19日 晴 良 （4福島3） 第5日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時40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
1：46．2
1：44．5

良
良

714 レ ミ ー ジ ュ 牝2青 54 丸山 元気�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 434＋ 21：51．2 52．1�

11 エ リ ダ ヌ ス 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 476± 01：51．3� 3．5�
47 シルバープリペット 牡2芦 55 嶋田 純次�ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 松田牧場 448＋ 6 〃 ハナ 205．9�
36 ドゥヴァンスマン 牡2栗 55 北村 友一�G1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 482－ 2 〃 アタマ 7．4�
24 エンライトメント 牡2鹿 55 斎藤 新�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 472＋ 81：51．4� 3．6	
48 シルバーダイヤ 牝2黒鹿54 柴田 善臣 Ninomiyaジャパン

レーシング 小野 次郎 新ひだか 土田農場 456＋101：51．82� 27．8

815 ミッキーグロリア 牝2鹿 54 西村 淳也野田みづき氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 414－12 〃 アタマ 4．3�
612 フォーエバーダイヤ 牝2黒鹿54 武藤 雅青山 洋一氏 村田 一誠 千歳 社台ファーム 462＋ 21：51．9アタマ 123．6�
611 トーセンサウダージ 牡2鹿 55 勝浦 正樹島川 哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 490＋101：52．01 6．8�
23 ステキナココロ 牡2鹿 55 菊沢 一樹 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム B492＋121：52．1� 184．4�
12 ア イ ヤ ナ 牝2鹿 54

52 △横山 琉人水野 淳氏 高橋 義忠 日高 戸川牧場 440＋ 41：52．2クビ 188．2�
59 エイシンゼクウ 牡2芦 55

54 ☆角田 大和�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 430± 0 〃 クビ 65．9�
713 ブライトクラウン 牡2黒鹿 55

52 ▲佐々木大輔阿津 昌弘氏 和田正一郎 浦河 杵臼牧場 430± 01：52．94 357．5�
35 コスモエランドール 牝2鹿 54

52 △小林 凌大 �ビッグレッドファーム 深山 雅史 日高 オリオンファーム 404－ 41：53．0� 249．5�
510 スパーキングブルー 牡2鹿 55 富田 暁 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド 482－ 21：53．42 49．9�
816 ウインユアソング 牡2黒鹿 55

53 △小林 脩斗�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 452± 01：53．61� 398．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，659，200円 複勝： 35，808，400円 枠連： 6，749，300円
馬連： 34，555，000円 馬単： 16，633，000円 ワイド： 33，786，500円
3連複： 51，279，900円 3連単： 57，260，300円 計： 265，731，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，210円 複 勝 � 1，060円 � 160円 � 1，980円 枠 連（1－7） 5，610円

馬 連 �� 8，450円 馬 単 �� 25，610円

ワ イ ド �� 3，370円 �� 45，050円 �� 3，520円

3 連 複 ��� 181，410円 3 連 単 ��� 1，092，460円

票 数

単勝票数 計 296592 的中 � 4831（8番人気）
複勝票数 計 358084 的中 � 7154（7番人気）� 83007（1番人気）� 3706（10番人気）
枠連票数 計 67493 的中 （1－7） 932（19番人気）
馬連票数 計 345550 的中 �� 3169（19番人気）
馬単票数 計 166330 的中 �� 487（49番人気）
ワイド票数 計 337865 的中 �� 2603（23番人気）�� 191（92番人気）�� 2492（25番人気）
3連複票数 計 512799 的中 ��� 212（186番人気）
3連単票数 計 572603 的中 ��� 38（1042番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．8―49．9―1：02．5―1：14．9―1：27．2―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レ ミ ー ジ ュ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Gone West デビュー 2022．8．14 小倉12着

2020．3．14生 牝2青 母 バイコースタル 母母 Ocean Queen 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔発走状況〕 エイシンゼクウ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

3205211月19日 晴 良 （4福島3） 第5日 第4競走 ��1，200�2歳未勝利
発走11時10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

36 トロピカルヒーロー 牡2鹿 55
52 ▲佐々木大輔田頭 勇貴氏 武藤 善則 日高 奥山牧場 482－ 21：10．3 2．0�

24 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 452＋ 21：10．83� 15．4�

59 カ ッ テ ミ ル 牝2鹿 54
52 ◇藤田菜七子�ミルファーム 奥平 雅士 えりも 能登 浩 436＋ 41：10．9� 6．8�

35 ユカリプレリュード 牝2鹿 54 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 492－ 41：11．1� 14．2�
510 メイショウコウテツ 牡2鹿 55

54 ☆亀田 温心松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 426± 01：11．52� 14．9�
611 ブ ー バ ー 牝2栗 54

50 ★永島まなみ深澤 朝房氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 420＋ 81：11．71� 9．9	
23 ハ イ ネ ス 牝2鹿 54

52 △小林 凌大佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 412－ 4 〃 ハナ 11．0

612 ウィズアットダンス 牝2黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹 �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 392－ 61：12．01� 75．2�

48 イ マ キ バ ラ 牝2黒鹿 54
52 △原 優介 �ビッグレッドファーム 小手川 準 日高 荒井ファーム 404－ 21：12．1クビ 152．1

11 ベ ベ 牡2栗 55 嶋田 純次�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム B472－ 4 〃 ハナ 42．0�
713 フォーバーズ 牝2鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太小原準一郎氏 田島 俊明 新ひだか 坂本 智広 414± 01：12．2� 161．3�
714 ライトブラーヴ 牡2栗 55 斎藤 新�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 北海道静内農業高等学校 406－ 4 〃 クビ 65．8�
12 コスモレンブランサ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 浦河 小林 正仁 420＋101：12．41 90．1�
816 マ ヒ ー ト 牡2鹿 55 荻野 極ニットー商事� 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 462＋101：12．82� 15．9�
815 リュウノステルス 牡2芦 55 黛 弘人蓑島 竜一氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 清 432－ 61：12．9� 134．5�
47 カシノラシット 牝2黒鹿 54

51 ▲土田 真翔柏木 務氏 和田 雄二 えりも 能登 浩 428－161：13．53� 276．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，089，600円 複勝： 41，376，600円 枠連： 9，650，500円
馬連： 39，245，300円 馬単： 17，736，900円 ワイド： 43，013，500円
3連複： 64，551，000円 3連単： 64，571，100円 計： 314，234，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 330円 � 170円 枠 連（2－3） 600円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 590円 �� 300円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 11，420円

票 数

単勝票数 計 340896 的中 � 142041（1番人気）
複勝票数 計 413766 的中 � 118885（1番人気）� 22498（8番人気）� 58115（2番人気）
枠連票数 計 96505 的中 （2－3） 12336（2番人気）
馬連票数 計 392453 的中 �� 24553（6番人気）
馬単票数 計 177369 的中 �� 7430（6番人気）
ワイド票数 計 430135 的中 �� 18247（7番人気）�� 41443（1番人気）�� 5660（16番人気）
3連複票数 計 645510 的中 ��� 17361（5番人気）
3連単票数 計 645711 的中 ��� 4098（19番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．8―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．3―46．1―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トロピカルヒーロー �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 ハイアーゲーム デビュー 2022．6．18 東京11着

2020．4．3生 牡2鹿 母 トロピカルガーデン 母母 ウディバードソング 8戦1勝 賞金 13，060，000円
〔制裁〕 リュウノステルス号の騎手黛弘人は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノラシット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月19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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 クインズベル号・ジュエルマドンナ号・ソフィアエール号・ラブスレンダー号



3205311月19日 晴 良 （4福島3） 第5日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時00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
1：46．2
1：44．5

良
良

67 ドットクルー 牡2鹿 55 丸山 元気幅田 昌伸氏 笹田 和秀 日高 佐々木牧場 462 ―1：56．4 3．4�
78 アスキステソーロ 牡2黒鹿55 団野 大成了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 新ひだか 矢野牧場 490 ―1：56．5� 4．2�
44 サトノスヴニール 牡2鹿 55 北村 友一里見 治氏 萩原 清 日高 ナカノファーム 446 ―1：57．13� 5．9�
810 シンギュラチャーム 牝2黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹吉田 晴哉氏 加藤士津八 安平 追分ファーム 416 ―1：57．2クビ 26．9�
22 チョウウマクイク 牝2鹿 54

53 ☆小沢 大仁丸山 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 �川フアーム 432 ― 〃 ハナ 44．7�
11 ロフティーイデアル 牝2鹿 54

52 △横山 琉人�G1レーシング 林 徹 安平 追分ファーム 480 ―1：57．41� 20．9	
33 ジ ア ッ シ ズ 牝2鹿 54 菱田 裕二 
社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 470 ―1：57．5� 5．2�
55 フィーバーピッチ 牡2鹿 55 西村 淳也 
サンデーレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 516 ―1：57．92� 9．7�
811 ロブロイズハート 牡2青鹿55 富田 暁自由が丘サラブレッ

ド倶楽部 �島 一歩 日高 U・M・A 436 ―1：58．11� 99．8
66 マウンテンエース 牡2栗 55 黛 弘人西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 468 ―1：58．2クビ 18．9�
79 トーセンサブリナ 牝2鹿 54 菊沢 一樹島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 466 ― 〃 アタマ 39．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 26，312，400円 複勝： 26，110，000円 枠連： 5，582，300円
馬連： 29，554，600円 馬単： 14，673，100円 ワイド： 29，104，200円
3連複： 48，222，900円 3連単： 56，300，400円 計： 235，859，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 140円 � 150円 枠 連（6－7） 760円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 390円 �� 510円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 9，630円

票 数

単勝票数 計 263124 的中 � 64151（1番人気）
複勝票数 計 261100 的中 � 44135（3番人気）� 48666（1番人気）� 43006（4番人気）
枠連票数 計 55823 的中 （6－7） 5664（1番人気）
馬連票数 計 295546 的中 �� 21656（4番人気）
馬単票数 計 146731 的中 �� 6132（5番人気）
ワイド票数 計 291042 的中 �� 19463（2番人気）�� 14129（6番人気）�� 17116（5番人気）
3連複票数 計 482229 的中 ��� 20661（4番人気）
3連単票数 計 563004 的中 ��� 4238（22番人気）

ハロンタイム 13．5―13．3―14．3―14．9―13．2―12．3―12．1―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―26．8―41．1―56．0―1：09．2―1：21．5―1：33．6―1：45．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドットクルー �
�
父 ディーマジェスティ �

�
母父 ロードカナロア 初出走

2020．4．7生 牡2鹿 母 スターオブロゼッタ 母母 レディハニー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3205411月19日 晴 良 （4福島3） 第5日 第6競走 2，400�3歳以上1勝クラス
発走12時30分 （ダート・右）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000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
2：30．2
2：28．6

重
不良

11 ダノンピーカブー 牡3芦 55 菱田 裕二�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 474＋102：34．2 3．3�
47 クロスザルビコン 牡5青鹿 57

55 △横山 琉人小村アセットM� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448－ 42：34．41� 11．0�

12 イシュタルゲート 牡6鹿 57 西村 淳也吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B520＋ 22：34．5クビ 13．3�
815 フロンタルジェダイ 牡3栗 55 富田 暁髙橋 正雄氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム B518± 0 〃 クビ 19．6�
23 ミ ル ト ボ ス 牡4鹿 57

56 ☆泉谷 楓真永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 有限会社石川牧場 492－ 62：35．13� 72．6�
59 スマイルライン 牡4鹿 57

56 ☆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 B484＋ 2 〃 アタマ 67．8

612 サクセスミノル 牡3芦 55

54 ☆亀田 温心吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム B476＋ 42：35．2クビ 13．8�
36 アコークロー 牝3鹿 53

52 ☆秋山 稔樹�G1レーシング 大竹 正博 安平 追分ファーム 470± 02：35．41� 3．7�
48 コンテナジュニア 牡4黒鹿57 斎藤 新住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 516－ 42：35．61� 5．4
714� フ ロ イ ン グ 牡4鹿 57 菊沢 一樹宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 476＋ 22：35．7� 50．2�
816 ナムラスワガー 牡4鹿 57 団野 大成奈村 睦弘氏 荒川 義之 様似 林 時春 478－ 42：36．01� 61．7�
611 ゼ ニ ッ ト 牡3黒鹿 55

53 △小林 脩斗福澤 真也氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 498－ 22：36．1� 47．9�
713 デ ィ サ イ ド 牡3芦 55 北村 友一前田 幸大氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ B468－122：36．2� 18．8�
510 セイウンガレオン 牡3黒鹿55 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 中田 英樹 526－ 22：36．41 31．4�
24 ア ト レ イ ユ 牡3芦 55 加藤 祥太杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 486± 02：36．5クビ 31．8�
35 フジフォンテ 牡3青鹿 55

53 △原 優介岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 454－ 22：37．45 129．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，262，300円 複勝： 37，968，700円 枠連： 8，965，800円
馬連： 36，054，200円 馬単： 15，403，600円 ワイド： 42，213，600円
3連複： 66，177，000円 3連単： 62，517，400円 計： 294，562，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 250円 � 230円 枠 連（1－4） 520円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 750円 �� 550円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 4，280円 3 連 単 ��� 17，930円

票 数

単勝票数 計 252623 的中 � 60658（1番人気）
複勝票数 計 379687 的中 � 77748（2番人気）� 34263（5番人気）� 39781（4番人気）
枠連票数 計 89658 的中 （1－4） 13246（1番人気）
馬連票数 計 360542 的中 �� 13814（7番人気）
馬単票数 計 154036 的中 �� 3522（8番人気）
ワイド票数 計 422136 的中 �� 14549（7番人気）�� 20634（3番人気）�� 7055（13番人気）
3連複票数 計 661770 的中 ��� 11571（8番人気）
3連単票数 計 625174 的中 ��� 2527（30番人気）

ハロンタイム 13．2―11．3―11．8―12．8―13．1―13．0―13．1―13．3―12．9―13．0―13．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―24．5―36．3―49．1―1：02．2―1：15．2―1：28．3―1：41．6―1：54．5―2：07．5―2：20．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→→�」 上り4F52．6―3F39．7
1
�
・（1，13）＝5（2，15）16（4，7）（14，9）12（3，8）11，6，10・（1，13）（15，16）（2，5，7）（12，9）（4，3，10）6，8（14，11）

2
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンピーカブー �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Tapit デビュー 2021．7．4 小倉2着

2019．4．2生 牡3芦 母 ジョイフルビクトリー 母母 Wild Lucy Black 11戦2勝 賞金 24，650，000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） 2頭 ジューンアマデウス号・トランセンドパスト号



3205511月19日 晴 良 （4福島3） 第5日 第7競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時00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 7，700，000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

24 マイネルレノン 牡3栗 56
55 ☆泉谷 楓真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 81：09．8 3．5�
815 トーホウジュナール 牝4青鹿55 荻野 極東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 478－ 2 〃 クビ 25．7�
612 イ ラ ー レ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 438＋ 61：10．01� 11．9�

510 ディオアステリア 牝3芦 54 西村 淳也 �YGGホースクラブ 小野 次郎 むかわ 市川牧場 466＋ 6 〃 クビ 4．5�
47 � ポルタフォルトゥナ 牝3鹿 54

51 ▲水沼 元輝酒井 孝敏氏 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 2 〃 ハナ 12．6�
12 セッカチケーン 牡3芦 56 武藤 雅松田 整二氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 506± 0 〃 クビ 7．3	
713 カラパタール 牝4青鹿 55

53 △横山 琉人 
シルクレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 444＋ 81：10．21� 11．8�
36 ネオレインボウ �6鹿 57

55 △小林 凌大西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 496＋10 〃 クビ 38．8�
816 ロードラスター 牡4青鹿57 富田 暁 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム B508－ 21：10．3� 10．2
48 ウインクルシャープ 牝3鹿 54

53 ☆小沢 大仁塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 470＋201：10．4� 25．7�
11 � スターライトキス 牝7栗 55 斎藤 新岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 518－ 41：10．61� 47．9�
59 ホワイトターフ 牝3芦 54 団野 大成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 2 〃 クビ 49．8�
23 � エコロキング 牡4青鹿 57

55 ◇藤田菜七子原村 正紀氏 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 456± 01：10．8� 37．7�
35 � レ セ ダ 牝3栗 54

51 ▲佐々木大輔藤沼 利夫氏 金成 貴史 新冠 ハクレイファーム 420－101：11．65 203．6�
714 ミッキーハロー 牝4鹿 55

53 △小林 脩斗野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 452＋101：12．02� 11．6�
611� ジュエルシーカー 牝4黒鹿 55

53 △原 優介
杵臼牧場 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 426－101：13．17 133．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，122，200円 複勝： 45，243，000円 枠連： 11，220，600円
馬連： 43，570，900円 馬単： 18，511，600円 ワイド： 53，566，500円
3連複： 81，865，800円 3連単： 71，630，300円 計： 360，730，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 750円 � 280円 枠 連（2－8） 1，760円

馬 連 �� 5，030円 馬 単 �� 8，130円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 960円 �� 4，210円

3 連 複 ��� 17，830円 3 連 単 ��� 73，350円

票 数

単勝票数 計 351222 的中 � 79272（1番人気）
複勝票数 計 452430 的中 � 87052（1番人気）� 12369（12番人気）� 39975（4番人気）
枠連票数 計 112206 的中 （2－8） 4927（8番人気）
馬連票数 計 435709 的中 �� 6709（22番人気）
馬単票数 計 185116 的中 �� 1706（29番人気）
ワイド票数 計 535665 的中 �� 6917（24番人気）�� 14881（8番人気）�� 3190（53番人気）
3連複票数 計 818658 的中 ��� 3442（66番人気）
3連単票数 計 716303 的中 ��� 708（241番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．3―11．7―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―34．8―46．5―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルレノン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2021．6．6 中京3着

2019．2．6生 牡3栗 母 コスモルーシー 母母 ジュリアクイーン 10戦2勝 賞金 19，380，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュエルシーカー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月19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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オリアメンディ号・タムロキュラムン号
（非抽選馬） 2頭 タツオウカケンラン号・ホウオウエンジェル号

3205611月19日 晴 良 （4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）

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
1：06．1
1：06．1

不良
不良

611 ボルタドマール 牡3鹿 56
52 ★永島まなみ今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム B520＋ 61：08．5 4．2�

713 クラリティスケール 牝3青 54 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 浦河 栄進牧場 446－ 21：08．6クビ 13．1�

59 � サクラファシナンテ 牝4黒鹿55 黛 弘人�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 510－10 〃 � 7．8�
816 プリモカリーナ 牝3鹿 54 富田 暁ライオンレースホース� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 438－ 61：08．7クビ 7．4�
24 プリティインピンク 牝4黒鹿 55

53 △原 優介新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 428－ 3 〃 ハナ 14．1�
48 ナツイロノオトメ 牝3青鹿 54

53 ☆角田 大和岡 浩二氏 角田 晃一 浦河 高村牧場 478－ 2 〃 アタマ 8．3	
612� ミューティー 牝5鹿 55 勝浦 正樹鈴木 康弘氏 石毛 善彦 新ひだか 千代田牧場 482± 01：08．8クビ 40．9

510� エ コ ロ ワ カ 牝4黒鹿 55

53 △横山 琉人原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 松田牧場 B458± 01：09．12 22．6�
11 デイトンウェイ 牡4栗 57 団野 大成 �シルクレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム B510＋ 41：09．2� 44．5
815 ピ カ リ エ 牝3芦 54 伊藤 工真 �リトルブルーファーム 金成 貴史 清水 リトルブルーファーム 474＋ 41：09．41� 37．7�
36 � アクアマリンブルー �4栗 57 嶋田 純次青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 438＋ 61：09．82� 59．9�
23 エ ル メ ニ ア 牝3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 B446＋ 2 〃 � 84．7�
47 スーパーラッキー 牡3鹿 56 西村 淳也重野 心平氏 新谷 功一 むかわ 市川牧場 464＋ 21：09．9� 3．2�
35 ミッキーエイト 牡3栗 56 菱田 裕二野田みづき氏 久保田貴士 新ひだか ウエスタンファーム 468＋ 81：10．43 117．2�
714 ハイレリーフ 牝4青鹿 55

52 ▲佐々木大輔岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B450－ 41：10．6� 243．1�
12 � ヴ ィ レ ー ヌ 牝4鹿 55 北村 友一吉田 勝己氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム B488＋ 81：10．91� 43．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，581，000円 複勝： 47，219，600円 枠連： 11，924，900円
馬連： 46，259，600円 馬単： 21，240，000円 ワイド： 49，408，600円
3連複： 74，007，200円 3連単： 75，759，000円 計： 360，399，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 330円 � 270円 枠 連（6－7） 2，720円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 690円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 7，130円 3 連 単 ��� 36，590円

票 数

単勝票数 計 345810 的中 � 65112（2番人気）
複勝票数 計 472196 的中 � 76842（2番人気）� 33203（6番人気）� 42791（5番人気）
枠連票数 計 119249 的中 （6－7） 3397（11番人気）
馬連票数 計 462596 的中 �� 10663（12番人気）
馬単票数 計 212400 的中 �� 3300（17番人気）
ワイド票数 計 494086 的中 �� 11396（13番人気）�� 18987（5番人気）�� 9121（18番人気）
3連複票数 計 740072 的中 ��� 7776（23番人気）
3連単票数 計 757590 的中 ��� 1501（103番人気）

ハロンタイム 9．5―10．6―10．9―11．9―12．4―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．1―31．0―42．9―55．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボルタドマール �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．6．6 東京10着

2019．2．7生 牡3鹿 母 ハルマッタン 母母 マチカネハヤテ 18戦2勝 賞金 26，940，000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。
（非抽選馬） 2頭 シアープレジャー号・ラインアルテア号



3205711月19日 晴 良 （4福島3） 第5日 第9競走 1，800�
み は る こ ま

三 春 駒 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 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．8

良
良

815 ウインシュクラン �4栗 57 西村 淳也�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 21：49．1 4．3�
36 グランドゴールド 牡3栗 55 小林 凌大田畑 利彦氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 450± 01：49．21 11．3�
48 マイネルパリオート 牡4鹿 57 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 81：49．3クビ 7．2�
12 ステラナビゲーター 牡3鹿 55 柴田 善臣 �コロンバスサークル 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 500－ 81：49．4� 10．5�
35 グ ラ ヴ ィ テ 牝4黒鹿55 秋山 稔樹栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 494－ 41：49．61� 27．4�
23 ラウルピドゥ 牡3栗 55 斎藤 新 	社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 クビ 11．4

714� プリティユニバンス 牝5黒鹿55 藤懸 貴志亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 462－ 41：49．7アタマ 24．5�
47 キタサンシンドー 牝4黒鹿55 団野 大成	大野商事 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 クビ 36．1�
24 メイレンシュタイン �4栗 57 菊沢 一樹 	キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 21：49．8クビ 100．7
611 ゼンダンピューマ �4栗 57 勝浦 正樹渡邊 善男氏 土田 稔 日高 下河辺牧場 460－ 4 〃 アタマ 29．7�
59 オウケンムーンアイ 牝3鹿 53 菱田 裕二福井 明氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム B426± 0 〃 クビ 18．3�
713 モンタナアゲート 牡3黒鹿55 武藤 雅吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 542－101：50．01� 3．1�
11 アスクビギンアゲン 牡3鹿 55 富田 暁廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 542－ 81：50．31� 20．3�
510 ラブカヒルー 牝3鹿 53 小沢 大仁増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 450＋14 〃 ハナ 236．9�
612 コスモエクスプレス 牡3芦 55 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ハシモトフアーム 472＋ 61：50．4� 31．7�
816 ファンタジーアスク 牝4鹿 55 北村 友一廣崎利洋HD� 野中 賢二 日高 下河辺牧場 422＋121：51．25 110．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，045，000円 複勝： 45，763，100円 枠連： 12，179，700円
馬連： 49，715，100円 馬単： 20，355，600円 ワイド： 51，697，700円
3連複： 82，180，500円 3連単： 80，614，900円 計： 373，551，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 270円 � 220円 枠 連（3－8） 2，100円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 890円 �� 670円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 5，370円 3 連 単 ��� 24，140円

票 数

単勝票数 計 310450 的中 � 56455（2番人気）
複勝票数 計 457631 的中 � 84128（2番人気）� 39258（4番人気）� 51894（3番人気）
枠連票数 計 121797 的中 （3－8） 4486（7番人気）
馬連票数 計 497151 的中 �� 15876（8番人気）
馬単票数 計 203556 的中 �� 3815（12番人気）
ワイド票数 計 516977 的中 �� 14873（5番人気）�� 20169（3番人気）�� 11638（9番人気）
3連複票数 計 821805 的中 ��� 11465（9番人気）
3連単票数 計 806149 的中 ��� 2421（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．3―49．0―1：01．1―1：13．1―1：25．2―1：36．9

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

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

勝馬の
紹 介

ウインシュクラン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2021．1．31 東京7着

2018．5．11生 �4栗 母 イクスキューズ 母母 クリスティキャット 14戦2勝 賞金 22，960，000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。
（非抽選馬） 1頭 トピックス号

3205811月19日 晴 良 （4福島3） 第5日 第10競走 ��1，150�
に し ご う

西 郷 特 別
発走14時45分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス，R3．11．20以降R4．11．13まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

西郷村長賞（1着）
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 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．1
1：06．1

不良
不良

815 ヴァリアント 牡6青鹿56 菱田 裕二 �カナヤマホール
ディングス 茶木 太樹 新冠 守矢牧場 482－121：08．3 4．9�

36 ナックドロップス 牝3鹿 52 勝浦 正樹小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松本牧場 456± 01：08．62 10．2�
816� メイショウミツヤス 牡4鹿 53 小沢 大仁松本 好�氏 南井 克巳 浦河 斉藤英牧場 508＋241：08．7� 13．5�
714 ゴッドクインビー 牝3鹿 52 角田 大和中西 憲治氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 442＋101：08．91� 33．9�
510 チャイブテソーロ 牝4栗 51 永島まなみ了德寺健二ホール

ディングス� 武市 康男 日高 本間牧場 472－121：09．0クビ 50．6	
612 コズミックランナー 牡5栗 54 斎藤 新�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 452＋ 2 〃 クビ 63．3

611 プロバーティオ 牡4鹿 54 小林 脩斗�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 500＋ 41：09．1� 8．1�
24 グラストンベリー 牝3鹿 52 亀田 温心 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 422＋ 41：09．2� 11．1�
12 	 スカイナイル 牝4芦 53 菊沢 一樹 社台レースホース牧浦 充徳 米 Teruya

Yoshida 496± 01：09．41� 24．0�
23 � ナ サ 牝4黒鹿52 荻野 極杉浦 和也氏 藤沢 則雄 日高 アイズスタッド株式会社 462± 01：09．5� 7．7�
713 ブルースコード 牡4黒鹿56 小林 凌大 ビクトリーホースランチ 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B494＋12 〃 ハナ 7．1�
35 オウケンドーン 
6鹿 53 原 優介福井 明氏 松永 康利 安平 ノーザンファーム 476－ 61：09．6� 180．2�
59 ナツイチバン 牝3栗 52 藤田菜七子鈴木 康弘氏 村田 一誠 浦河 有限会社

吉田ファーム 460－ 41：09．7� 46．2�
11 ウェーブメジャー 牡4鹿 54 横山 琉人万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 B478－ 21：09．8クビ 58．7�
48 メイショウエニシア 牝4青鹿54 富田 暁松本 好�氏 本田 優 新ひだか 小野 秀治 450－ 61：10．33 5．0�
47 コ ウ イ チ 牡5芦 54 西村 淳也桂土地� 庄野 靖志 新冠 森永 聡 496＋ 21：10．51 20．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，887，900円 複勝： 49，588，300円 枠連： 16，748，500円
馬連： 67，685，300円 馬単： 24，288，100円 ワイド： 66，158，300円
3連複： 110，460，100円 3連単： 105，815，800円 計： 479，632，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 260円 � 490円 枠 連（3－8） 1，700円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，620円 �� 3，160円

3 連 複 ��� 16，900円 3 連 単 ��� 59，370円

票 数

単勝票数 計 388879 的中 � 63108（1番人気）
複勝票数 計 495883 的中 � 91770（1番人気）� 49081（5番人気）� 21243（9番人気）
枠連票数 計 167485 的中 （3－8） 7616（7番人気）
馬連票数 計 676853 的中 �� 28562（3番人気）
馬単票数 計 242881 的中 �� 5448（4番人気）
ワイド票数 計 661583 的中 �� 26336（2番人気）�� 10373（19番人気）�� 5181（42番人気）
3連複票数 計1104601 的中 ��� 4900（54番人気）
3連単票数 計1058158 的中 ��� 1292（172番人気）

ハロンタイム 9．4―10．6―10．7―12．1―12．5―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．0―30．7―42．8―55．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァリアント �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．9．29 阪神5着

2016．3．1生 牡6青鹿 母 メロークーミス 母母 ジョーンズギフト 22戦3勝 賞金 61，609，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 コズミックランナー号の騎手斎藤新は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番）
コズミックランナー号の騎手斎藤新は，後検量について注意義務を怠り戒告。

※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 アイルビーザワン号・グレタ号・トップヴィヴィット号・フルールドネージュ号・メサテソーロ号



3205911月19日 晴 良 （4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，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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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

510 ダークペイジ 牝3黒鹿54 荻野 極 KRジャパン 吉村 圭司 新ひだか タイヘイ牧場 456＋ 41：09．7 6．4�
816 ス ン リ 牝4鹿 55 秋山 稔樹白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 B484－ 4 〃 アタマ 9．1�
815 ショウナンバービー 牝5鹿 55 団野 大成�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 510± 0 〃 ハナ 19．0�
59 クリノマジン 牡3鹿 56 小沢 大仁栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 450＋ 2 〃 ハナ 5．9�
23 � ブルースピリット 	4鹿 57 中井 裕二ゴドルフィン 中内田充正 愛

Deerpark Stud
& Irish Na-
tional Stud

B482－121：09．8クビ 8．7�
11 タマモティータイム 牝5鹿 55 亀田 温心タマモ	 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B470－ 4 〃 クビ 39．5

47 � サトノジヴェルニー 牡5栗 57 泉谷 楓真里見 治氏 音無 秀孝 仏 Mr Berend

Van Dalfsen 466＋ 61：10．01
 86．4�
35 ル ク ル ト 牡5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 462＋ 2 〃 アタマ 8．5�
611 セ リ シ ア 牝4芦 55 角田 大和西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 460－ 41：10．1� 9．7
713 ダノンシティ 牡6鹿 57 菱田 裕二	ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 490＋12 〃 クビ 55．4�
36 グレイトゲイナー 牡5青鹿57 丸山 元気田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 482＋121：10．21 19．5�
24 オルダージュ 	6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 青木 孝文 浦河 大道牧場 B480＋ 41：10．3� 81．1�
12 テイエムトッキュウ 牡4鹿 57 北村 友一竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 506＋ 81：10．4� 3．2�
714 レ ノ ー ア 牝6栗 55 横山 琉人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 B434＋ 41：10．5� 185．6�
612� ダイセンハッピー 牝4黒鹿55 大畑 雅章根田喜久雄氏 今津 博之 新冠 イワミ牧場 498－ 21：11．98 333．9�

（愛知） （愛知）

（15頭）
48 スイートクラウン 牝4鹿 55 小林 脩斗シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 478－14 （競走除外）

売 得 金
単勝： 66，035，600円 複勝： 79，054，400円 枠連： 41，409，300円
馬連： 148，268，600円 馬単： 51，475，300円 ワイド： 117，201，500円
3連複： 240，938，600円 3連単： 233，151，000円 計： 977，534，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 230円 � 260円 � 340円 枠 連（5－8） 850円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，680円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 10，840円 3 連 単 ��� 57，470円

票 数

単勝票数 差引計 660356（返還計 26569） 的中 � 81672（3番人気）
複勝票数 差引計 790544（返還計 32181） 的中 � 94951（3番人気）� 81086（5番人気）� 55854（8番人気）
枠連票数 差引計 414093（返還計 606） 的中 （5－8） 37620（2番人気）
馬連票数 差引計1482686（返還計129089） 的中 �� 44265（11番人気）
馬単票数 差引計 514753（返還計 44206） 的中 �� 7409（19番人気）
ワイド票数 差引計1172015（返還計105853） 的中 �� 35677（9番人気）�� 17528（24番人気）�� 25528（16番人気）
3連複票数 差引計2409386（返還計353918） 的中 ��� 16660（42番人気）
3連単票数 差引計2331510（返還計326168） 的中 ��� 2941（206番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．9―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．6―45．5―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダークペイジ �
�
父 Dark Angel �

�
母父 Roderic O’Connor デビュー 2021．9．4 小倉1着

2019．3．8生 牝3黒鹿 母 グレイトペイジ 母母 Areeda 9戦4勝 賞金 68，818，000円
〔競走除外〕 スイートクラウン号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 スンリ号の騎手秋山稔樹は，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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 オシリスブレイン号・オメガラヴィサン号・ショウナンアリアナ号・ジョニーズララバイ号・スイーツマジック号・

ファイアダンサー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3206011月19日 晴 良 （4福島3） 第5日 第12競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走15時55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
1：57．3
1：56．1

良
良

611 エニシノウタ 牝4黒鹿 55
53 ◇藤田菜七子岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 452－ 42：01．7 7．2�

11 ブローザホーン 牡3鹿 55
54 ☆角田 大和岡田 牧雄氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 426± 0 〃 アタマ 32．4�

612 ブラックボイス 牡3黒鹿55 西村 淳也 �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 510＋ 2 〃 クビ 5．1�
713 マイネルジャッカル 牡4鹿 57

55 △原 優介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西田雄一郎 清水 小野瀬 竜馬 470－102：01．8� 18．6�

12 オ オ キ ニ 牡3鹿 55
51 ★永島まなみ岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 444＋ 22：02．01� 7．2�

48 ビレッジスター �3黒鹿55 北村 友一吉田 和美氏 田中 克典 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432－ 6 〃 クビ 11．0	

23 スパニッシュアート 牝5黒鹿55 黛 弘人�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 420± 02：02．31	 128．0

35 
 メイショウイナセ �5芦 57 柴田 善臣山口謙太郎氏 南田美知雄 浦河 三嶋牧場 420－ 42：02．4� 257．1�
714 マイネルシーマー 牡3黒鹿 55

53 △小林 脩斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 42：02．5� 33．9�

24 イ ル チ ル コ 牝3鹿 53 武藤 雅 シルクレーシング 田村 康仁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋ 6 〃 ハナ 2．3�

59 クレバーテースト �3栗 55 菱田 裕二 シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 アイオイファーム 442± 0 〃 アタマ 14．7�
816 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± 02：02．81� 55．9�
47 フランコイメル 牡4黒鹿57 富田 暁ケーエスHD 武 英智 むかわ ヤマイチ牧場 516－ 62：02．9	 47．5�
36 スズカキング 牡5鹿 57

54 ▲鷲頭 虎太永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B464＋10 〃 クビ 100．3�
510 マテンロウスタイル 牡4黒鹿57 勝浦 正樹寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 516＋ 22：03．11 131．0�
815
 レッドレジェーラ �4黒鹿57 斎藤 新 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 478＋ 42：03．31� 77．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，085，000円 複勝： 55，505，900円 枠連： 20，784，000円
馬連： 74，170，900円 馬単： 28，567，000円 ワイド： 68，893，400円
3連複： 125，484，100円 3連単： 127，931，500円 計： 549，421，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 190円 � 510円 � 200円 枠 連（1－6） 810円

馬 連 �� 8，080円 馬 単 �� 13，870円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 650円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 11，310円 3 連 単 ��� 80，720円

票 数

単勝票数 計 480850 的中 � 53248（3番人気）
複勝票数 計 555059 的中 � 87448（2番人気）� 22497（8番人気）� 76591（3番人気）
枠連票数 計 207840 的中 （1－6） 19844（2番人気）
馬連票数 計 741709 的中 �� 7109（26番人気）
馬単票数 計 285670 的中 �� 1544（45番人気）
ワイド票数 計 688934 的中 �� 6639（29番人気）�� 28942（5番人気）�� 8631（21番人気）
3連複票数 計1254841 的中 ��� 8320（37番人気）
3連単票数 計1279315 的中 ��� 1149（235番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．3―12．5―13．4―12．3―12．0―11．9―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．7―35．0―47．5―1：00．9―1：13．2―1：25．2―1：37．1―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エニシノウタ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．11．28 阪神2着

2018．4．29生 牝4黒鹿 母 ウ ア ジ ェ ト 母母 リーチトゥピース 23戦2勝 賞金 49，726，000円
〔制裁〕 オオキニ号の騎手永島まなみは，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・6番）



（4福島3）第5日 11月19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 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

200，570，000円
1，730，000円
29，280，000円
1，820，000円
25，290，000円
82，088，000円
5，032，500円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
412，038，400円
522，555，100円
160，459，900円
629，815，200円
256，165，400円
619，628，500円
1，041，468，300円
1，023，741，400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 4，665，872，200円

総入場人員 7，484名 （有料入場人員 7，178名）
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