
3201311月7日 晴 良 （3福島2） 第2日 第1競走 ��1，700�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：46．3
1：44．8

稍重
不良

46 ゼ ニ ッ ト 牡2黒鹿 55
52 ▲小林 脩斗福澤 真也氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 508＋ 81：48．3 16．4�

713 キ ガ サ 牝2栗 54
51 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 シンカンファーム 438－ 61：49．36 19．6�

47 コスモガラクシア 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 41：49．4� 3．5�
814 テーオークレール 牡2鹿 55 西村 淳也小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 61：49．82 4．0�
611 ラインメッセージ 牡2鹿 55 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 原田 久司 482－ 21：49．9� 18．8�
59 ラ ス タ 牝2栗 54 木幡 巧也 	ニッシンホール

ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 448± 01：50．22 290．2

23 ノアペルーサ 牡2鹿 55

52 ▲横山 琉人佐山 公男氏 大江原 哲 日高 門別牧場 500＋ 21：50．41� 297．5�
34 ミストルティン 牡2鹿 55

51 ★永島まなみ野田 善己氏 加藤士津八 新ひだか 城地牧場 454± 01：50．5クビ 4．2�
815 ブエノスアン 牡2栗 55

54 ☆秋山 稔樹 TURFレーシング 大和田 成 日高 木村牧場 464± 0 〃 クビ 56．4
58 セ ル ゼ 牡2黒鹿55 柴山 雄一 	愛馬レーシングクラブ 四位 洋文 浦河 高昭牧場 520＋161：50．71� 42．8�
11 エイシンルパン 牡2芦 55

54 ☆木幡 育也	栄進堂 田中 剛 新ひだか 信田牧場 466－ 61：50．91� 97．1�
22 エ グ モ ン ト 牝2黒鹿54 吉田 隼人 KAJIMOTOホー

ルディングス	 浅見 秀一 日高 前川 義則 510－ 81：51．64 7．4�
610 ヒラボクレガシー 牡2鹿 55

54 ☆富田 暁	平田牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 464＋ 61：52．02� 24．3�
712 ツーエムロケット 牡2鹿 55 黛 弘人村上 憲政氏 本田 優 日高 坂 牧場 486＋ 61：55．9大差 147．7�
35 オーブラック 牡2青鹿 55

52 ▲原 優介加藤 徹氏 青木 孝文 新ひだか 本桐牧場 492＋10 （競走中止） 85．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，207，100円 複勝： 44，282，800円 枠連： 8，715，500円
馬連： 47，479，700円 馬単： 21，567，000円 ワイド： 45，055，700円
3連複： 76，237，300円 3連単： 77，467，000円 計： 353，012，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 460円 � 410円 � 160円 枠 連（4－7） 2，850円

馬 連 �� 12，580円 馬 単 �� 24，030円

ワ イ ド �� 3，310円 �� 1，230円 �� 960円

3 連 複 ��� 14，630円 3 連 単 ��� 123，430円

票 数

単勝票数 計 322071 的中 � 16618（5番人気）
複勝票数 計 442828 的中 � 21012（7番人気）� 24051（6番人気）� 95078（1番人気）
枠連票数 計 87155 的中 （4－7） 2366（12番人気）
馬連票数 計 474797 的中 �� 2923（32番人気）
馬単票数 計 215670 的中 �� 673（61番人気）
ワイド票数 計 450557 的中 �� 3393（30番人気）�� 9462（15番人気）�� 12362（10番人気）
3連複票数 計 762373 的中 ��� 3907（44番人気）
3連単票数 計 774670 的中 ��� 455（336番人気）

ハロンタイム 7．2―10．8―11．3―12．4―12．7―12．9―13．6―13．6―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．0―29．3―41．7―54．4―1：07．3―1：20．9―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．9―3F41．0
1
3
・（4，5）14（6，10）12，15（3，8）－11，2，1，7－（9，13）・（4，14）5（6，10）－（3，8，2）（15，1，11）－（7，12）（9，13）

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

勝馬の
紹 介

ゼ ニ ッ ト �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2021．7．18 福島14着

2019．2．22生 牡2黒鹿 母 リ ン ネ 母母 ペ ケ ジ ェ イ 4戦1勝 賞金 6，400，000円
〔競走中止〕 オーブラック号は，競走中に疾病〔左大腿部打撲傷〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ブエノスアン号の騎手秋山稔樹は，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金50，000円。

（被害馬：5番）
ラインメッセージ号の騎手武藤雅は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツーエムロケット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年1月7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 ヨシノエトワール号

3201411月7日 晴 良 （3福島2） 第2日 第2競走 1，200�2歳未勝利
発走10時20分 （芝・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
1：08．5
1：07．5

良
良

48 アドヴァイス 牝2鹿 54 吉田 隼人泉 一郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 458－ 81：09．0 3．9�
713 アリススプリングス 牝2鹿 54 丹内 祐次�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 442－ 61：09．1� 10．0�
510 セリノーフォス 牝2鹿 54

51 ▲松本 大輝 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 444－ 4 〃 ハナ 8．1�
24 ミッキーハーモニー 牝2鹿 54 横山 和生野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 446＋ 81：09．41� 5．9�
12 ネ レ イ ド 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 438－ 21：09．5� 6．0�
59 リ ト ル ジ ー 牝2鹿 54

53 ☆富田 暁佐伯 太朗氏 長谷川浩大 新ひだか 木村 秀則 470＋ 41：09．71 223．4	
23 ウインクルシャープ 牝2鹿 54 菱田 裕二塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 452＋ 6 〃 クビ 13．1

11 シュシュエラブル 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大山口 裕介氏 田村 康仁 浦河 阿波屋ファーム 438＋ 41：09．91� 140．4�
36 ルナエルモッサ 牝2栗 54

53 ☆秋山 稔樹岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 418－ 41：10．11� 8．0�
816 ディスフルタール 牝2鹿 54

51 ▲原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 454＋101：10．2� 166．6
611 リアルファンタジア 牝2鹿 54 西村 淳也吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 440－12 〃 クビ 65．8�
714 フ ー レ イ 牝2鹿 54 中井 裕二小林竜太郎氏 新谷 功一 浦河 佐々木 恵一 436－ 21：10．3クビ 35．1�
612 アイラジオーネ 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗加藤 誠氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 454± 01：10．51 455．0�
815 バオバブスピリット 牝2青鹿54 斎藤 新 Him Rock Racing

ホールディングス� 斎藤 誠 新冠 株式会社
安達牧場 428＋ 4 〃 クビ 16．6�

47 ヤマニンパンタジア 牝2鹿 54
50 ★永島まなみ土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 414＋ 6 〃 アタマ 25．8�

35 ウインフェリーチェ 牝2鹿 54
51 ▲横山 琉人�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 394± 01：14．6大差 79．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，229，000円 複勝： 47，762，700円 枠連： 9，402，400円
馬連： 46，235，300円 馬単： 19，112，000円 ワイド： 44，991，800円
3連複： 72，825，600円 3連単： 68，014，300円 計： 343，573，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 270円 � 290円 枠 連（4－7） 800円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 620円 �� 730円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 5，120円 3 連 単 ��� 21，670円

票 数

単勝票数 計 352290 的中 � 75483（1番人気）
複勝票数 計 477627 的中 � 94102（1番人気）� 42001（5番人気）� 38315（6番人気）
枠連票数 計 94024 的中 （4－7） 8997（2番人気）
馬連票数 計 462353 的中 �� 26102（3番人気）
馬単票数 計 191120 的中 �� 5481（4番人気）
ワイド票数 計 449918 的中 �� 19228（3番人気）�� 15981（4番人気）�� 9689（15番人気）
3連複票数 計 728256 的中 ��� 10653（10番人気）
3連単票数 計 680143 的中 ��� 2275（35番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．2―11．7―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．5―45．2―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドヴァイス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．8．21 小倉2着

2019．5．6生 牝2鹿 母 テンシノホホエミ 母母 ユキノスイトピー 3戦1勝 賞金 9，200，000円
〔制裁〕 フーレイ号の騎手中井裕二は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインフェリーチェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月7日まで平地

競走に出走できない。

第２回 福島競馬 第２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



3201511月7日 晴 良 （3福島2） 第2日 第3競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走10時50分 （ダート・右）

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

814 ウィリアムバローズ 牡3鹿 55 吉田 隼人猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 中原牧場 484＋ 21：45．1 2．0�
713 ジ ジ 牡3鹿 55 武藤 雅林 弘之氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 492＋ 61：47．0大差 8．0�
35 � トップスターサン 牡3黒鹿53 斎藤 新吉田 和美氏 四位 洋文 豪

Yarraman Park Stud
Pty Ltd, A Mitchell,
E & J Rea

504＋ 2 〃 アタマ 48．9�
34 アメリカンベイビー 牡4黒鹿57 木幡 巧也 �吉澤ホールディングス 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 490－ 61：47．21� 42．3�
58 � ウインジョイフル 牡4青鹿 57

54 ▲小林 脩斗庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 松田牧場 494－ 61：47．3クビ 30．6�
611 ロードエクスプレス 牡4鹿 57 西村 淳也 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか 松田牧場 472＋ 81：47．4	 21．8	
23 ノーブルキャニオン 牡3鹿 55

52 ▲松本 大輝吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B474＋ 41：47．5	 87．2

610 ルーパステソーロ 牡3芦 55 横山 和生了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 544＋161：47．6	 7．7�
59 � ヌ ン カ プ ト 牡4鹿 57 菊沢 一樹ヌンクラブ� 柄崎 孝 浦河 不二牧場 456＋ 41：48．02	 202．3�
815 マイネルタイムリー 牡3青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 日高 荒井ファーム B480± 0 〃 クビ 39．0
47 � グーガルドリームズ 
4黒鹿57 嶋田 純次藤田 在子氏 伊藤 伸一 米 Nagako

Fujita 484± 01：48．1クビ 293．1�
46 ナリノペッパー 牡3芦 55

52 ▲永野 猛蔵成塚 清志氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 488＋ 4 〃 クビ 4．6�
11 アマネセール 
5青鹿57 菱田 裕二 �シルクレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 486－ 21：48．2	 16．2�
22 � フ ジ コ ウ キ 牡4芦 57

54 ▲小林 凌大荒木 誠氏 大江原 哲 新ひだか 岡田牧場 462＋ 21：48．62	 248．0�
712 アイルビーメジャー 牡4栗 57 森 裕太朗岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 41：49．55 15．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，330，200円 複勝： 42，856，600円 枠連： 9，210，200円
馬連： 44，944，000円 馬単： 20，803，400円 ワイド： 43，890，300円
3連複： 72，210，700円 3連単： 79，731，000円 計： 347，976，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 170円 � 740円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，900円 �� 4，380円

3 連 複 ��� 9，580円 3 連 単 ��� 26，680円

票 数

単勝票数 計 343302 的中 � 132597（1番人気）
複勝票数 計 428566 的中 � 118997（1番人気）� 64962（3番人気）� 9478（10番人気）
枠連票数 計 92102 的中 （7－8） 14706（1番人気）
馬連票数 計 449440 的中 �� 47806（2番人気）
馬単票数 計 208034 的中 �� 14539（2番人気）
ワイド票数 計 438903 的中 �� 44710（1番人気）�� 5476（22番人気）�� 2319（44番人気）
3連複票数 計 722107 的中 ��� 5651（34番人気）
3連単票数 計 797310 的中 ��� 2166（79番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．4―30．7―43．7―56．3―1：08．5―1：20．7―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウィリアムバローズ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．5．30 中京7着

2018．2．17生 牡3鹿 母 ダイアナバローズ 母母 チッキーズディスコ 6戦2勝 賞金 15，720，000円
〔制裁〕 ナリノペッパー号の騎手永野猛蔵は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・3番・2番）

トップスターサン号の騎手斎藤新は，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10，000円。（被害馬：15番）

3201611月7日 晴 良 （3福島2） 第2日 第4競走 2，750�障害3歳以上未勝利
発走11時20分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� 基準タイム2：57．4良

67 マイネルダンク 牡3芦 58 金子 光希 �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 438－ 63：00．3 7．2�

33 クリエイトザライフ �5栗 60 北沢 伸也飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 488＋ 63：00．4� 4．3�
810 レーヴドオルフェ 牡4栗 60 小野寺祐太平川 浩之氏 菊川 正達 新冠 村上 欽哉 512＋ 63：01．99 3．9�
22 サンマルベローチェ 牝3鹿 56 大江原 圭相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 468－ 23：02．43 11．7�
44 サンティーニ �6栗 60 五十嵐雄祐�ターフ・スポート尾関 知人 浦河 谷川牧場 484＋ 8 〃 クビ 7．0	
55 トモノコテツ 牡6鹿 60 中村 将之共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 B478－103：02．5� 4．6

79 ロードセッション 牡4鹿 60 難波 剛健 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 518－ 4 〃 クビ 13．6�
11 シゲルスピネル 牝5栗 58 植野 貴也森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか グローリーファーム 462± 03：06．3大差 40．5�
78 メイショウミツヤス 牡3鹿 58 小坂 忠士松本 好氏 南井 克巳 浦河 斉藤英牧場 484± 03：08．4大差 18．8�
811 グランツエクラ 牡3黒鹿58 黒岩 悠岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 490－ 23：14．1大差 69．5�
66 エスタンピージャ 牝3鹿 56 蓑島 靖典 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 464－ 2 （競走中止） 65．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 17，020，700円 複勝： 20，246，400円 枠連： 5，380，000円
馬連： 27，211，400円 馬単： 13，981，700円 ワイド： 21，043，400円
3連複： 47，590，300円 3連単： 60，104，400円 計： 212，578，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 230円 � 150円 � 140円 枠 連（3－6） 1，110円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 420円 �� 510円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 10，720円

票 数

単勝票数 計 170207 的中 � 18770（5番人気）
複勝票数 計 202464 的中 � 18396（6番人気）� 36799（2番人気）� 42691（1番人気）
枠連票数 計 53800 的中 （3－6） 3738（3番人気）
馬連票数 計 272114 的中 �� 16021（4番人気）
馬単票数 計 139817 的中 �� 3923（7番人気）
ワイド票数 計 210434 的中 �� 12451（4番人気）�� 10005（5番人気）�� 20247（1番人気）
3連複票数 計 475903 的中 ��� 23827（2番人気）
3連単票数 計 601044 的中 ��� 4063（19番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 53．2－3F 40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→	」
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルダンク �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2021．1．9 中山3着

2018．4．13生 牡3芦 母 ビラゴーティアラ 母母 ブルーファイブ 障害：2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 エスタンピージャ号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 レーヴドオルフェ号の騎手小野寺祐太は，5号障害を外側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番・5番）



3201711月7日 晴 良 （3福島2） 第2日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時10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
1：08．5
1：07．5

良
良

611 オレタチハツヨイ 牡2栗 55 横山 和生�GET NEXT 栗田 徹 浦河 ヒダカフアーム 490 ―1：10．8 4．6�
11 � エンジェルシリカ 牝2鹿 54 吉田 隼人前田 幸大氏 矢作 芳人 米 Mrs. E

Stockwell 456 ―1：11．11� 1．8�
713 タマモサウルス 牡2芦 55 西村 淳也タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 440 ― 〃 ハナ 8．8�
35 マイティキッチョウ 牝2黒鹿 54

51 ▲西谷 凜谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 城地牧場 438 ―1：11．52� 20．9�
24 スールトウショウ 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介トウショウ産業� 萱野 浩二 新冠 前川 隆範 428 ― 〃 アタマ 153．3�
815 ヴェーチェル 牝2栗 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 武市 康男 日高 春木ファーム 412 ―1：11．81� 26．2

23 ハウダニット 牡2鹿 55 菱田 裕二手嶋 康雄氏 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 482 ― 〃 クビ 26．6�
36 カンタベリープリマ 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大峰 哲馬氏 伊藤 伸一 浦河 グラストレーニ
ングセンター 402 ―1：11．9クビ 157．8�

612 ヒカルムーン 牝2栗 54 岩部 純二安蒜 一修氏 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 416 ― 〃 クビ 80．4
48 サンアーバイン 牝2鹿 54 中井 裕二 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 438 ―1：12．11� 138．0�
12 マオノソプデト 牝2鹿 54

53 ☆秋山 稔樹湯浅 健司氏 黒岩 陽一 様似 中脇 一幸 470 ―1：12．41� 12．4�
816 シルバーセレタ 牝2黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗 	ユートピア牧場 清水 英克 新冠 村田牧場 422 ―1：12．5� 15．4�
59 キタノホマレボシ 牡2黒鹿55 木幡 初也北所 直人氏 粕谷 昌央 日高 道見牧場 426 ―1：12．6� 154．0�
510 コーディアルライム 牝2栗 54 菅原 隆一	ミルファーム 石毛 善彦 むかわ 桑原牧場 426 ―1：12．81� 242．0�
47 イデアノアイデア 牝2栗 54 菊沢 一樹益田 修一氏 柄崎 孝 浦河 中脇 満 362 ―1：13．22 90．4�
714 メロンボール 牝2鹿 54 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新ひだか 武 牧場 420 ― 〃 クビ 207．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，333，200円 複勝： 28，243，700円 枠連： 8，945，900円
馬連： 34，481，800円 馬単： 21，342，500円 ワイド： 31，510，900円
3連複： 54，415，400円 3連単： 74，393，500円 計： 285，666，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 130円 � 110円 � 170円 枠 連（1－6） 410円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 210円 �� 530円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 6，940円

票 数

単勝票数 計 323332 的中 � 58022（2番人気）
複勝票数 計 282437 的中 � 51168（2番人気）� 96716（1番人気）� 28729（3番人気）
枠連票数 計 89459 的中 （1－6） 16904（1番人気）
馬連票数 計 344818 的中 �� 65733（1番人気）
馬単票数 計 213425 的中 �� 14263（3番人気）
ワイド票数 計 315109 的中 �� 45339（1番人気）�� 13275（5番人気）�� 23446（2番人気）
3連複票数 計 544154 的中 ��� 34972（1番人気）
3連単票数 計 743935 的中 ��� 7767（12番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．5―12．1―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．8―46．9―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オレタチハツヨイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 マヤノトップガン 初出走

2019．4．21生 牡2栗 母 ジョイフルスマイル 母母 ゴーオンマイウェイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 エンジェルシリカ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 パウオレ号

3201811月7日 晴 良 （3福島2） 第2日 第6競走 1，800�2歳未勝利
発走12時40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
1：46．2
1：44．5

良
良

23 ウインマイルート 牡2栗 55
52 ▲原 優介�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 41：49．9 4．9�

611 ゲーテローズ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム 440－ 8 〃 アタマ 33．1�
713 タイセイエピソード 牡2栗 55 西村 淳也田中 成奉氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 466－ 21：50．0� 6．2�
12 マイネルシーマー 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �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 472＋ 61：50．21� 3．0�
35 サルサロッサ 牝2鹿 54 木幡 巧也岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか タガミファーム 452＋ 4 〃 ハナ 29．0	
48 ベルヴュードライヴ 牡2黒鹿55 吉田 隼人谷口 悦一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 410－ 61：50．52 84．1

714 ビロングゴールド 牝2鹿 54 菱田 裕二 �丸幸小林牧場 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 458＋ 61：50．6� 7．6�
815 トーセンビースト 牡2栗 55 武藤 雅島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 450－ 4 〃 ハナ 42．3
11 タガノクリステル 牝2黒鹿54 柴山 雄一八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484＋ 8 〃 アタマ 40．0�
59 ロフティースマイル 牝2青鹿 54

53 ☆富田 暁 �YGGホースクラブ 飯田 祐史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450± 01：50．7クビ 147．2�

510 カシノジュピター 牡2鹿 55
52 ▲永野 猛蔵柏木 務氏 天間 昭一 浦河 荻伏三好フ

アーム 486－ 61：51．01� 14．9�
24 キョウコウトッパ 牝2黒鹿54 長岡 禎仁由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 476＋101：51．21� 9．0�
47 ジュパンスアトワ 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 筒井 征文 432－ 21：51．3� 251．7�
816 ヤマニンフルリール 牝2鹿 54 斎藤 新土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 464＋ 61：52．25 183．3�
612 ト ラ ン ザ ム 牡2栗 55 中井 裕二増田 和啓氏 大和田 成 平取 二風谷ファーム 482－10 〃 クビ 60．9�
36 シュガービート 牡2黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹 �キャロットファーム 池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434＋101：52．83� 27．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，851，500円 複勝： 37，970，800円 枠連： 8，955，600円
馬連： 39，654，300円 馬単： 17，940，100円 ワイド： 38，815，900円
3連複： 63，709，600円 3連単： 72，318，700円 計： 308，216，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 220円 � 640円 � 270円 枠 連（2－6） 4，000円

馬 連 �� 11，510円 馬 単 �� 15，100円

ワ イ ド �� 2，800円 �� 780円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 15，670円 3 連 単 ��� 113，480円

票 数

単勝票数 計 288515 的中 � 48453（2番人気）
複勝票数 計 379708 的中 � 51320（2番人気）� 13161（7番人気）� 37245（4番人気）
枠連票数 計 89556 的中 （2－6） 1733（17番人気）
馬連票数 計 396543 的中 �� 2669（35番人気）
馬単票数 計 179401 的中 �� 891（48番人気）
ワイド票数 計 388159 的中 �� 3478（31番人気）�� 13318（5番人気）�� 4464（23番人気）
3連複票数 計 637096 的中 ��� 3049（51番人気）
3連単票数 計 723187 的中 ��� 462（359番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．3―12．9―12．5―12．2―12．3―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．8―48．7―1：01．2―1：13．4―1：25．7―1：37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインマイルート �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ルールオブロー デビュー 2021．10．10 東京3着

2019．3．19生 牡2栗 母 コスモマイルール 母母 マ イ リ リ ー 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔制裁〕 カシノジュピター号の騎手永野猛蔵は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）
※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） 4頭 シタゴコロ号・シルバーサドル号・タイニープライド号・フィアーミー号



3201911月7日 晴 良 （3福島2） 第2日 第7競走 1，150�3歳以上1勝クラス
発走13時10分 （ダート・右）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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

813 ゴールドフィンガー 牝3栗 54 水口 優也山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 468－ 21：08．3 2．7�
57 グランドストローク 牡4黒鹿57 武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 470＋ 21：08．93� 4．0�
45 � トランペットシェル 牡4芦 57

54 ▲横山 琉人谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 486－ 61：09．11� 17．0�
69 � ムーンオブバローダ 牡5栗 57 吉田 隼人 �社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 494－ 81：09．52� 5．0�
710 ピュアプリンセス 牝4栗 55

52 ▲松本 大輝田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 476－201：09．6� 96．8�
68 � レオパルドミノル 牡3青鹿56 菊沢 一樹吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 486± 0 〃 クビ 15．2	
33 タイセイロワイヤル 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹田中 成奉氏 森田 直行 新冠 大狩部牧場 494－ 41：09．7� 152．6

812 レオスパンキー 牡3黒鹿56 木幡 巧也�レオ 牧 光二 日高 ノースガーデン 510± 0 〃 アタマ 7．5�
56 セレンディピア �4鹿 57

54 ▲永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 日高 日西牧場 466＋ 41：09．8クビ 14．0

22 ハイプリーステス 牝3芦 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 田原橋本牧場 424± 01：10．01� 40．5�
44 � トーレスデルパイネ 牝4栗 55 嶋田 純次�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 山下 恭茂 474－ 51：11．06 24．3�
11 � フ ロ イ デ �6栗 57 丹内 祐次岡田 壮史氏 本間 忍 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B494± 01：11．21 80．8�
711 ジャスティンリーチ �4青鹿57 西村 淳也三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 木戸口牧場 500＋ 81：11．3� 72．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，071，400円 複勝： 32，899，800円 枠連： 7，975，700円
馬連： 37，779，400円 馬単： 17，829，400円 ワイド： 35，851，400円
3連複： 58，473，800円 3連単： 70，851，300円 計： 290，732，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 150円 � 280円 枠 連（5－8） 370円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 320円 �� 880円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 9，370円

票 数

単勝票数 計 290714 的中 � 85476（1番人気）
複勝票数 計 328998 的中 � 88617（1番人気）� 56217（2番人気）� 21302（5番人気）
枠連票数 計 79757 的中 （5－8） 16403（1番人気）
馬連票数 計 377794 的中 �� 39286（1番人気）
馬単票数 計 178294 的中 �� 11139（1番人気）
ワイド票数 計 358514 的中 �� 32098（2番人気）�� 9785（11番人気）�� 12191（6番人気）
3連複票数 計 584738 的中 ��� 17643（5番人気）
3連単票数 計 708513 的中 ��� 5481（13番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―11．2―12．1―12．3―12．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．3―31．5―43．6―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドフィンガー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 タップダンスシチー デビュー 2021．1．9 中京5着

2018．4．8生 牝3栗 母 アンティフリーズ 母母 シルバートレイン 11戦2勝 賞金 26，070，000円

3202011月7日 晴 良 （3福島2） 第2日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時40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

24 ココクラッシュ 牝3鹿 54 斎藤 新大塚 亮一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 430－ 41：09．1 20．7�
48 エターナルハート 牝4黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹 DMMドリームクラブ� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 396－121：09．2クビ 15．9�

714 ララマカロン 牝3鹿 54 西村 淳也フジイ興産� 田中 博康 千歳 社台ファーム B470－ 4 〃 クビ 6．0�
（法942）

23 スマートルグラン 牝3鹿 54
51 ▲永野 猛蔵大川 徹氏 鹿戸 雄一 新ひだか 静内山田牧場 438－ 41：09．3クビ 3．4�

11 ノブフランクリン 牝4鹿 55 川又 賢治前田 亘輝氏 坂口 智康 日高 長谷川牧場 428－ 41：09．51� 37．6�
35 セ リ シ ア 牝3芦 54

50 ★永島まなみ西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 456－101：09．82 6．1	
510 ピュリフィアン 牝4鹿 55

52 ▲松本 大輝野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 416± 0 〃 ハナ 14．1

12 ギンコイエレジー 牝6黒鹿 55

54 ☆木幡 育也 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新冠 有限会社 大
作ステーブル 480－ 41：09．9クビ 83．7�

47 � シアープレジャー 牝4鹿 55 武藤 雅岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 432－ 4 〃 クビ 13．2
611 カイトレッド 牝4鹿 55

52 ▲服部 寿希本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 道見牧場 466± 01：10．21� 28．4�
816 マッチャパフェ 牝4鹿 55

52 ▲小林 脩斗保坂 和孝氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 444－101：10．3クビ 78．4�
36 � スズカローレル 牝6鹿 55 森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 434－ 81：10．41 173．3�
815 スズノムサシ 牡5青鹿 57

54 ▲小林 凌大小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ 476＋ 81：10．5クビ 93．4�

612 ロ マ ネ ス ク 牝4青鹿 55
54 ☆富田 暁�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－ 21：10．71� 4．5�
713 カ シ ノ レ オ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 琉人柏木 務氏 鈴木 孝志 鹿児島 柏木 務 B496＋141：11．02 68．7�
59 シ ャ ル ロ ワ 牝4鹿 55

52 ▲西谷 凜 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 追分ファーム B502＋ 21：11．63� 25．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，051，200円 複勝： 35，388，600円 枠連： 9，113，400円
馬連： 43，941，600円 馬単： 17，980，100円 ワイド： 40，805，400円
3連複： 70，472，100円 3連単： 76，295，100円 計： 323，047，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 490円 � 500円 � 220円 枠 連（2－4） 1，160円

馬 連 �� 13，030円 馬 単 �� 22，930円

ワ イ ド �� 3，920円 �� 1，530円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 19，390円 3 連 単 ��� 173，390円

票 数

単勝票数 計 290512 的中 � 11226（8番人気）
複勝票数 計 353886 的中 � 17362（7番人気）� 17171（8番人気）� 48259（3番人気）
枠連票数 計 91134 的中 （2－4） 6044（5番人気）
馬連票数 計 439416 的中 �� 2612（41番人気）
馬単票数 計 179801 的中 �� 588（76番人気）
ワイド票数 計 408054 的中 �� 2637（41番人気）�� 6975（17番人気）�� 5969（21番人気）
3連複票数 計 704721 的中 ��� 2725（63番人気）
3連単票数 計 762951 的中 ��� 319（558番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．4―11．9―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．9―45．8―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ココクラッシュ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．7．11 阪神13着

2018．5．8生 牝3鹿 母 アドマイヤマリリン 母母 アドマイヤラピス 13戦2勝 賞金 15，620，000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 ビゾンテノブファロ号



3202111月7日 晴 良 （3福島2） 第2日 第9競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走14時15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
1：57．3
1：56．1

良
良

35 ニホンピロタイズ 牡3青鹿55 吉田 隼人小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 490－ 62：00．3 3．1�
47 マンインザミラー 牡3鹿 55

52 ▲松本 大輝�キーファーズ 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494± 02：00．61� 22．6�
714 トロワエスポワール 牡3鹿 55

52 ▲永野 猛蔵村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456＋ 6 〃 アタマ 6．1�
12 トランシルヴァニア �4鹿 57 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 494＋202：00．7クビ 37．9�
510� スカイテラス 牡4黒鹿 57

54 ▲原 優介 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B490－ 42：00．91	 9．8	
48 セツメンノトビウオ 牡4芦 57 斎藤 新三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 464± 0 〃 ハナ 36．3

24 マイネルクロンヌ 牡4鹿 57 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 浦河 小島牧場 500－ 42：01．0
 115．7�
36 スズカキング 牡4鹿 57 森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B454＋ 22：01．21	 21．6�
815 ネイチャーシップ 牡3芦 55

54 ☆秋山 稔樹井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 472＋ 22：01．41 78．4
713 ロッソモラーレ 牡4芦 57 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 清水 英克 日高 槇本牧場 B464－ 12：01．5� 16．7�
59 タンジェリンムーン 牝4芦 55 西村 淳也 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：02．35 10．1�
611� マベルロンジュ 牝4栗 55 武藤 雅落合 幸弘氏 水野 貴広 日高 下河辺牧場 B470－ 6 〃 アタマ 289．9�
816 コスモミローディア 牡5黒鹿 57

54 ▲小林 凌大 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 B462－ 62：02．4� 158．5�
23 コスモホクシン 牡3鹿 55

52 ▲小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 8 〃 アタマ 56．8�
612 アースブレイブ �4青鹿57 木幡 初也松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 富田牧場 B462± 02：06．2大差 312．1�
11 � ホウオウプリンセス 牝5鹿 55 横山 和生小笹 芳央氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 462± 0 （競走中止） 3．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，091，700円 複勝： 44，991，000円 枠連： 13，717，000円
馬連： 58，501，600円 馬単： 23，254，600円 ワイド： 50，441，400円
3連複： 95，635，200円 3連単： 107，196，200円 計： 426，828，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 410円 � 200円 枠 連（3－4） 1，890円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 6，140円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 490円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 7，110円 3 連 単 ��� 42，320円

票 数

単勝票数 計 330917 的中 � 82954（2番人気）
複勝票数 計 449910 的中 � 91131（1番人気）� 21840（8番人気）� 59586（3番人気）
枠連票数 計 137170 的中 （3－4） 5610（8番人気）
馬連票数 計 585016 的中 �� 12787（15番人気）
馬単票数 計 232546 的中 �� 2838（23番人気）
ワイド票数 計 504414 的中 �� 8779（16番人気）�� 28100（2番人気）�� 8684（18番人気）
3連複票数 計 956352 的中 ��� 10077（23番人気）
3連単票数 計1071962 的中 ��� 1836（142番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．1―34．8―47．4―59．8―1：12．0―1：23．9―1：35．8―1：48．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロタイズ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2020．10．11 京都6着

2018．5．25生 牡3青鹿 母 ニホンピロアンバー 母母 ニホンピロエミリー 10戦2勝 賞金 23，127，000円
〔競走中止〕 ホウオウプリンセス号は，競走中に異常歩様となったため決勝線手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ホウオウプリンセス号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アースブレイブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月7日まで平地競

走に出走できない。

3202211月7日 晴 良 （3福島2） 第2日 第10競走 1，800�
た か ゆ お ん せ ん

高 湯 温 泉 特 別
発走14時50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 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．8

良
良

36 ア ナ ゴ サ ン 牡3栗 55 斎藤 新内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 462＋ 41：47．7 7．2�
611 アラモードバイオ 牡3栗 55 吉田 隼人バイオ� 新谷 功一 日高 中館牧場 514＋ 41：47．8クビ 5．5�
35 トーセンメラニー 牝3黒鹿53 原 優介島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 476＋ 81：48．01� 7．9�
714 ブレーヴジャッカル 牡3栗 55 西村 淳也 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B474＋ 21：48．21� 5．6	
12 ブレイブライオン 牡3黒鹿55 菱田 裕二ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 498－12 〃 クビ 6．2

47 セラフィナイト 牡3鹿 55 木幡 巧也 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 440－ 21：48．41� 5．0�
11 タカラネイビー 牡3青鹿55 柴山 雄一村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 B470± 01：48．61� 44．5�
713 バトーブラン 牝4芦 55 武藤 雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 2 〃 アタマ 189．9
48 ウインアステロイド 牡4青鹿57 原田 和真�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 454－121：48．7� 51．4�
510� マックスブロケイド 牝5鹿 55 富田 暁田所 英子氏 笹田 和秀 新冠 高橋 忍 422－ 61：48．8クビ 287．2�
816 スプリッツァー 牡4栗 57 菊沢 一樹古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 474± 01：49．01� 28．7�
23 サンズオブタイム 牡3黒鹿55 横山 和生ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 41：49．21� 6．4�
24 アドマイヤリーブラ 牡5栗 57 永野 猛蔵近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 〃 ハナ 203．0�
815 ノアスマッシュ 牝3鹿 53 秋山 稔樹佐山 公男氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 432＋101：49．3� 48．6�
612� アメジストヴェイグ 牡5黒鹿57 小林 脩斗成富 直行氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 502＋ 61：49．51 379．2�
59 コスモブルーノーズ 牡4芦 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ムラカミファーム 424－ 21：50．35 174．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，230，600円 複勝： 59，858，700円 枠連： 14，373，200円
馬連： 74，117，000円 馬単： 28，000，900円 ワイド： 67，024，200円
3連複： 120，020，100円 3連単： 125，789，500円 計： 532，414，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 250円 � 210円 � 240円 枠 連（3－6） 1，540円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 5，910円

ワ イ ド �� 820円 �� 850円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 7，380円 3 連 単 ��� 44，660円

票 数

単勝票数 計 432306 的中 � 47405（6番人気）
複勝票数 計 598587 的中 � 59748（6番人気）� 80097（3番人気）� 65163（5番人気）
枠連票数 計 143732 的中 （3－6） 7213（8番人気）
馬連票数 計 741170 的中 �� 19901（18番人気）
馬単票数 計 280009 的中 �� 3552（38番人気）
ワイド票数 計 670242 的中 �� 21137（12番人気）�� 20378（14番人気）�� 13717（20番人気）
3連複票数 計1200201 的中 ��� 12191（33番人気）
3連単票数 計1257895 的中 ��� 2042（197番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．8―48．1―1：00．1―1：12．0―1：23．7―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ナ ゴ サ ン �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．11．1 京都10着

2018．3．14生 牡3栗 母 タケノローマン 母母 ストーミーウェザー 12戦2勝 賞金 31，873，000円



3202311月7日 晴 良 （3福島2） 第2日 第11競走 ��
��1，150�フルーツラインカップ

発走15時25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56�4歳以上57�，
牝馬2�減

福島市長賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．1
1：06．1

不良
不良

11 オヌシナニモノ 牡4鹿 57 斎藤 新ニットー商事� 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 476＋ 61：07．7 4．7�
23 � ワルツフォーラン 牝4青鹿55 丹内 祐次松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 B468＋ 41：08．01	 8．7�
815
 マラードザレコード �7青鹿57 菱田 裕二岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd B460－ 61：08．21	 22．0�
47 � スワーヴシャルル 牡5黒鹿57 横山 和生�NICKS 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B476－ 21：08．41� 3．9�
611 ポートナイトサイト 牝6栗 55 勝浦 正樹ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 476＋ 21：08．5クビ 121．9�
24 スペクタクル 牡3栗 56 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 498± 0 〃 アタマ 7．7	
48 
 ライバーバード 牡7芦 57 嶋田 純次馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B520＋ 8 〃 クビ 33．8

12 スーパーアキラ 牡6栗 57 木幡 初也井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 B528－ 21：08．6クビ 96．0�
36 レ ジ ェ モ ー 牝4鹿 55 川又 賢治吉田 照哉氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 434－ 8 〃 クビ 53．3�
816 サイファーシチー 牡3栗 56 永野 猛蔵 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 484＋ 21：08．7クビ 10．0
612 パワフルヒロコ 牝7黒鹿55 西村 淳也三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 456＋ 21：08．8 17．2�
714 メイショウヒバリ 牝4栗 55 黛 弘人松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 460－101：08．9 51．9�
713 ショウナンアニメ 牡4鹿 57 中井 裕二�湘南 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 ハナ 7．2�
510
 アスタースウィング 牡7栗 57 吉田 隼人加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 522－ 21：09．0クビ 10．8�
35 グラスボイジャー �5黒鹿57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B534＋ 2 〃 クビ 59．6�
59 ファビュラスギフト 牝5鹿 55 富田 暁 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム B470－ 21：12．0大差 188．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，646，000円 複勝： 97，273，500円 枠連： 40，311，300円
馬連： 194，258，200円 馬単： 70，180，800円 ワイド： 129，613，200円
3連複： 327，943，500円 3連単： 344，136，200円 計： 1，277，362，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 290円 � 620円 枠 連（1－2） 940円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，840円 �� 3，360円

3 連 複 ��� 17，530円 3 連 単 ��� 74，650円

票 数

単勝票数 計 736460 的中 � 124670（2番人気）
複勝票数 計 972735 的中 � 149673（2番人気）� 87360（6番人気）� 34158（9番人気）
枠連票数 計 403113 的中 （1－2） 33049（3番人気）
馬連票数 計1942582 的中 �� 60525（9番人気）
馬単票数 計 701808 的中 �� 12112（14番人気）
ワイド票数 計1296132 的中 �� 38709（9番人気）�� 17973（24番人気）�� 9657（39番人気）
3連複票数 計3279435 的中 ��� 14028（59番人気）
3連単票数 計3441362 的中 ��� 3342（255番人気）

ハロンタイム 9．5―10．3―10．6―11．7―12．6―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―19．8―30．4―42．1―54．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F37．3
3 15－3（1，9，16）11，13（6，7，12，14）（4，8）10－5－2 4 15－（3，1）－16（11，9）（6，7，13，14）（4，12，8）10－5，2

勝馬の
紹 介

オヌシナニモノ �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 グ ラ ン デ ラ デビュー 2019．7．21 福島1着

2017．3．3生 牡4鹿 母 グラントリノ 母母 インフレッタ 18戦4勝 賞金 82，150，000円
〔制裁〕 マラードザレコード号の騎手菱田裕二は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）

グラスボイジャー号の騎手木幡巧也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
マラードザレコード号の騎手菱田裕二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：13番・12
番・11番・9番）

〔その他〕 ファビュラスギフト号は，発走後まもなく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。
※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 サウンドワイズ号・サンマルベスト号・ジゲン号

3202411月7日 晴 良 （3福島2） 第2日 第12競走 ��2，600�
さ ん り く

三 陸 特 別
発走16時00分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス，2．11．7以降3．10．31まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 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

59 ウシュバテソーロ 牡4鹿 55 黛 弘人了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 520＋ 42：40．9 11．5�

23 ウォルフズハウル 牡5黒鹿55 吉田 隼人ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468－12 〃 ハナ 3．8�

35 マリノアズラ 牝3黒鹿52 丹内 祐次矢野まり子氏 小手川 準 日高 クラウン日高牧場 460＋ 22：41．0� 5．2�
714 モ イ 牝5黒鹿52 菊沢 一樹 Him Rock Racing

ホールディングス� 畑端 省吾 日高 タバタファーム 398－142：41．21� 46．7�
47 ペ レ 牝5黒鹿54 武藤 雅�NICKS 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 458＋ 4 〃 ハナ 16．1�
612 コーストライン 牝3鹿 51 秋山 稔樹吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B458－ 42：41．3クビ 7．1	
24 ディーグランデ �7鹿 54 勝浦 正樹嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 470－ 42：41．51� 125．2

12 タイセイドリーマー 牡3栗 54 川又 賢治田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 498－ 42：41．6クビ 18．4�
11 ダブルフラット 牡6黒鹿56 富田 暁金子真人ホール

ディングス� 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 502＋ 62：41．92 6．3�
816� ア ス テ ィ �5栗 54 斎藤 新山口謙太郎氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 432＋ 62：42．0クビ 51．3
713 ヴ ァ イ ザ ー 牡6黒鹿54 菱田 裕二 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 462＋ 62：42．1	 24．7�
611 メイショウラツワン 牡4鹿 55 西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 480＋ 4 〃 クビ 6．9�
815 クリノオウジャ 牡5鹿 54 森 裕太朗栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 434－182：42．2	 64．6�
48 
 リードザフィールド 牡7栗 52 永野 猛蔵岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 Brereton C. Jones

& B. Ned Jones 462± 0 〃 ハナ 129．1�
36 ユ メ ノ サ キ �6栗 54 木幡 巧也山田広太郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B532＋ 8 〃 ハナ 33．9�
510 フィデリオグリーン 牡5鹿 54 原 優介斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 498＋102：42．3� 91．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，801，600円 複勝： 91，747，700円 枠連： 24，894，100円
馬連： 121，119，000円 馬単： 42，573，800円 ワイド： 99，031，400円
3連複： 203，482，100円 3連単： 206，827，600円 計： 849，477，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 310円 � 160円 � 200円 枠 連（2－5） 2，440円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 7，090円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，320円 �� 460円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 34，200円

票 数

単勝票数 計 598016 的中 � 41572（6番人気）
複勝票数 計 917477 的中 � 63911（6番人気）� 169656（1番人気）� 117711（3番人気）
枠連票数 計 248941 的中 （2－5） 7885（10番人気）
馬連票数 計1211190 的中 �� 30621（11番人気）
馬単票数 計 425738 的中 �� 4499（28番人気）
ワイド票数 計 990314 的中 �� 22827（12番人気）�� 18447（17番人気）�� 59477（1番人気）
3連複票数 計2034821 的中 ��� 32993（8番人気）
3連単票数 計2068276 的中 ��� 4384（91番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．9―13．0―13．0―12．5―12．5―12．6―11．9―11．4―11．9―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．8―24．8―37．7―50．7―1：03．7―1：16．2―1：28．7―1：41．3―1：53．2―2：04．6―2：16．5―2：28．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウシュバテソーロ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．8．25 新潟5着

2017．3．4生 牡4鹿 母 ミルフィアタッチ 母母 シジェームサン 18戦3勝 賞金 45，367，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ゲンティアナ号・コスモジェミラ号・シルバーエース号・ダルムシュタット号・ルタンブル号

３レース目



（3福島2）第2日 11月7日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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

198，350，000円
9，940，000円
22，440，000円
1，710，000円
21，960，000円
79，752，500円
5，654，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
447，864，200円
583，522，300円
160，994，300円
769，723，300円
314，566，300円
648，075，000円
1，263，015，700円
1，363，124，800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 5，550，885，900円

総入場人員 5，260名 （有料入場人員 2，657名）
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