
3203711月14日 晴 良 （3福島2） 第4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

712 タイキマクスウェル 牡2黒鹿55 三浦 皇成�大樹ファーム 伊藤 大士 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 500－ 21：49．3 1．5�

815 マテンロウマジック 牡2鹿 55 菱田 裕二寺田千代乃氏 高橋 亮 新冠 秋田牧場 488－ 41：49．72� 6．2�
23 ブレットフライ 牡2青 55 菅原 明良�マークス 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 490± 01：49．8� 14．7�
59 タマモケンタウルス 牡2鹿 55

52 ▲横山 琉人タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 480＋ 61：49．9� 69．2�
22 メイショウタイゲイ 牡2黒鹿 55

52 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 458＋ 61：50．1� 69．5	
11 フォーワンセルフ 牡2栗 55 横山 和生 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 500± 01：50．2� 13．8

58 フィズアップ 牡2芦 55

52 ▲永野 猛蔵西森 功氏 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 486± 01：50．3� 90．3�

34 ノーブルガルフ 牡2鹿 55
54 ☆亀田 温心吉木 伸彦氏 久保田貴士 浦河 中島牧場 478＋ 8 〃 クビ 11．1�

35 レインツリー 牝2鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 中舘 英二 新ひだか 土居牧場 450± 01：50．83 58．5
47 フジフォンテ 牡2青鹿55 坂井 瑠星岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 81：51．0� 41．0�
610 グラトゥリーレ 牡2鹿 55 藤懸 貴志�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 452＋ 4 〃 ハナ 66．9�
814 テ ィ グ ル 牡2鹿 55

52 ▲松本 大輝加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三石川上牧場 464－ 4 〃 ハナ 203．6�
46 サンハンニバル 牡2鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 平取 清水牧場 444＋ 41：51．74 13．1�
611 ダイチスマイル 牡2黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 B430＋ 21：52．23 370．9�
713 トーアイカヅチ 牡2鹿 55

52 ▲小林 脩斗高山ランド� 奥平 雅士 豊浦トーア牧場 476＋101：54．5大差 167．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，807，700円 複勝： 117，195，700円 枠連： 7，921，600円
馬連： 42，495，800円 馬単： 25，546，800円 ワイド： 44，302，000円
3連複： 76，095，300円 3連単： 95，101，600円 計： 437，466，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 240円 枠 連（7－8） 370円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 210円 �� 400円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 3，580円

票 数

単勝票数 計 288077 的中 � 147673（1番人気）
複勝票数 計1171957 的中 � 899099（1番人気）� 61126（2番人気）� 28834（6番人気）
枠連票数 計 79216 的中 （7－8） 16348（1番人気）
馬連票数 計 424958 的中 �� 79550（1番人気）
馬単票数 計 255468 的中 �� 35778（1番人気）
ワイド票数 計 443020 的中 �� 65973（1番人気）�� 26887（5番人気）�� 11379（10番人気）
3連複票数 計 760953 的中 ��� 43711（3番人気）
3連単票数 計 951016 的中 ��� 19243（5番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―19．0―31．2―44．3―57．6―1：10．8―1：23．2―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．5
1
3
12（9，14）3（4，13，15）－（2，5，8，7）－11－10（1，6）・（12，15，1）（9，14）（3，4，7）6（2，5，8）（10，13）－11

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

勝馬の
紹 介

タイキマクスウェル �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2021．7．24 函館2着

2019．4．12生 牡2黒鹿 母 マロノヴィーナス 母母 タンザナイト 3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔発走状況〕 レインツリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 レインツリー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーアイカヅチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月14日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 キタノデイジョブ号・テイエムフォンテ号

3203811月14日 晴 良 （3福島2） 第4日 第2競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時15分 （芝・右）

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

中央レコード
1：59．9
1：58．9

良
良

610 セレブレイトガイズ 牡2黒鹿55 岩田 康誠大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 42：02．4 5．1�
713 ラ フ シ ー 牡2青鹿55 西村 淳也ゴドルフィン 大竹 正博 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋ 62：02．5� 4．4�
47 エーデルブルーメ 牝2鹿 54 横山 和生 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470＋102：02．81� 8．6�
11 ヴァンシャンテ 牝2青鹿 54

51 ▲永野 猛蔵河野 勇樹氏 武井 亮 新ひだか 斉藤スタッド 424＋162：02．9� 10．3�
34 プレシャスソウル 牡2鹿 55

54 ☆泉谷 楓真飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 450± 02：03．0� 5．9�
35 ベヴィアーモ 牡2黒鹿55 �島 克駿 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 454－102：03．53 31．3	
712 リゾルテッツァ 牡2栗 55 坂井 瑠星 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 484＋ 42：03．61 47．9

58 キ ー ワ ー ド 牡2鹿 55 酒井 学�ノースヒルズ 栗田 徹 新ひだか 土居牧場 482＋ 82：04．02� 15．1�
23 キタノキャスター 牝2栗 54

52 △山田 敬士北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 カミイスタット 454－ 82：04．31� 291．0
59 プラウドオブユー 牝2黒鹿 54

51 ▲横山 琉人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 前野牧場 394＋ 62：04．61� 9．0�

815 エンドロール 牡2黒鹿 55
54 ☆秋山 稔樹石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 452＋ 4 〃 クビ 18．8�

611 ステラナビゲーター 牡2鹿 55 柴山 雄一 �コロンバスサークル 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 522＋ 82：04．91� 141．7�
22 サイモンハミング 牝2栗 54

53 ☆亀田 温心澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 452＋ 42：05．11� 102．7�
814 ホノノディーヴァ 牝2鹿 54 内田 博幸鈴木 誠氏 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋142：05．63 12．8�
46 エリーリング 牝2黒鹿54 中井 裕二谷川 正純氏 武市 康男 日高 高柳 隆男 476± 02：06．13� 174．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，024，900円 複勝： 39，549，200円 枠連： 7，537，100円
馬連： 37，279，900円 馬単： 15，015，500円 ワイド： 35，874，200円
3連複： 59，215，700円 3連単： 55，550，000円 計： 276，046，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 150円 � 240円 枠 連（6－7） 860円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 450円 �� 750円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 11，800円

票 数

単勝票数 計 260249 的中 � 42782（2番人気）
複勝票数 計 395492 的中 � 71739（2番人気）� 77325（1番人気）� 34123（4番人気）
枠連票数 計 75371 的中 （6－7） 6730（1番人気）
馬連票数 計 372799 的中 �� 25381（1番人気）
馬単票数 計 150155 的中 �� 4996（1番人気）
ワイド票数 計 358742 的中 �� 21496（2番人気）�� 11939（7番人気）�� 12745（6番人気）
3連複票数 計 592157 的中 ��� 16490（2番人気）
3連単票数 計 555500 的中 ��� 3412（9番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―10．9―12．0―12．4―12．9―12．9―13．0―12．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．3―34．2―46．2―58．6―1：11．5―1：24．4―1：37．4―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セレブレイトガイズ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Not For Sale デビュー 2021．9．26 中京7着

2019．3．15生 牡2黒鹿 母 ライフフォーセール 母母 Doubt Fire 3戦1勝 賞金 6，400，000円

第２回 福島競馬 第４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



3203911月14日 晴 良 （3福島2） 第4日 第3競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走10時40分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

712 アルヴェント 牝4鹿 55 横山 和生街風 �雄氏 伊坂 重信 安平 追分ファーム 494－ 61：47．3 7．6�
814 バライロノキセキ 牝3鹿 53

50 ▲松本 大輝岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 478＋ 8 〃 クビ 7．3�
35 ラブエスポー 牝4鹿 55

52 ▲原 優介増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 462± 01：47．4� 31．8�
815 レッドウッドヒル 牝3栗 53

50 ▲永野 猛蔵�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 B480＋ 41：47．61� 23．8�

23 カフェプリンセス 牝3鹿 53 �島 克駿西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 474－ 61：47．7クビ 2．9	
47 ユキヤコンコン 牝3芦 53 大野 拓弥椎名 節氏 上原 博之 浦河 杵臼牧場 462－10 〃 クビ 10．9

610� ルーラーザクイーン 牝4鹿 55

54 ☆秋山 稔樹サイプレスホール
ディングス合同会社 高橋 康之 浦河 川越ファーム 464＋ 41：48．33� 82．9�

58 ファーストソリスト 牝3黒鹿53 川又 賢治�G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 474－121：48．72� 15．8
11 スクウェアセイル 牝3鹿 53 西村 淳也 �キャロットファーム 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 452± 01：48．8クビ 11．7�
22 � ココリジャスミン 牝5栗 55 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 492＋ 41：48．9� 83．1�
46 ナリノクリスティー 牝4青鹿55 菅原 明良成塚 清志氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 ハナ 6．5�
34 アンジュマリッシュ 牝3青 53

50 ▲小沢 大仁 �サンデーレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 432－12 〃 ハナ 20．6�
59 トレイトセオリー 牝3栗 53 内田 博幸 �社台レースホース和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 41：49．0� 14．4�
713 サツキティアラ 牝3鹿 53 酒井 学 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 荻伏三好フ

アーム 480＋ 4 〃 クビ 79．8�
611� リュクスレジェンド 牝4鹿 55 藤懸 貴志田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 456－ 21：49．21 49．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，655，800円 複勝： 42，500，100円 枠連： 9，346，200円
馬連： 40，536，500円 馬単： 16，739，100円 ワイド： 42，896，700円
3連複： 66，877，000円 3連単： 65，510，100円 計： 309，061，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 260円 � 290円 � 690円 枠 連（7－8） 2，000円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 8，320円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 5，730円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 44，860円 3 連 単 ��� 175，250円

票 数

単勝票数 計 246558 的中 � 25794（4番人気）
複勝票数 計 425001 的中 � 47883（3番人気）� 39848（5番人気）� 13965（11番人気）
枠連票数 計 93462 的中 （7－8） 3605（11番人気）
馬連票数 計 405365 的中 �� 7670（13番人気）
馬単票数 計 167391 的中 �� 1508（25番人気）
ワイド票数 計 428967 的中 �� 8132（14番人気）�� 1897（58番人気）�� 3782（36番人気）
3連複票数 計 668770 的中 ��� 1118（148番人気）
3連単票数 計 655101 的中 ��� 271（606番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．5―12．4―13．1―12．9―12．8―12．9―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．5―41．9―55．0―1：07．9―1：20．7―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アルヴェント �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．10．26 東京3着

2017．3．6生 牝4鹿 母 ヴ ァ ゼ ム 母母 ニ キ ー ヤ 9戦2勝 賞金 17，260，000円

3204011月14日 晴 良 （3福島2） 第4日 第4競走 2，750�障害3歳以上未勝利
発走11時10分（番組第5競走を順序変更） （ 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

11 テーオーソクラテス 牡4鹿 60 小坂 忠士小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 446－ 23：02．7 3．0�
78 リバーシブルレーン 牡5青鹿60 石神 深一吉田 照哉氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 432－ 23：02．91� 4．9�
810 アポロファントム 牡4鹿 60 金子 光希アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新ひだか へいはた牧場 460－ 23：03．11 6．9�
79 � オノーレペスカ 牝5青 58 大江原 圭三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 B440－ 23：04．16 29．9�
67 アプルーヴァル 牡6鹿 60 北沢 伸也近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 514－ 63：04．2� 8．7�
66 ワンダーサーイター 牡4青鹿60 草野 太郎山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 456－ 23：04．41� 19．8�
22 ミコブラック 牝3青鹿56 難波 剛健古賀 慎一氏 浅見 秀一 日高 シンボリ牧場 478＋ 63：05．25 45．2	
811 ヤマノグリッターズ 牡3黒鹿58 大庭 和弥澤村 敏雄氏 田中 清隆 浦河 猿橋 義昭 490－ 63：06．15 87．3

33 ヴァルプルギス 牡3鹿 58 上野 翔田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 450± 03：06．84 114．2�
44 サトノゲイル 牡6青鹿60 西谷 誠 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 486＋ 23：07．33 13．7
55 � クリップスプリンガ 牡7鹿 60 五十嵐雄祐山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 452－ 4 （競走中止） 3．7�
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売 得 金
単勝： 16，249，600円 複勝： 16，749，600円 枠連： 5，464，800円
馬連： 24，212，700円 馬単： 13，734，500円 ワイド： 20，408，100円
3連複： 42，372，100円 3連単： 59，393，400円 計： 198，584，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 150円 � 180円 枠 連（1－7） 690円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 360円 �� 440円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 8，180円

票 数

単勝票数 計 162496 的中 � 41942（1番人気）
複勝票数 計 167496 的中 � 39245（1番人気）� 27853（3番人気）� 20095（4番人気）
枠連票数 計 54648 的中 （1－7） 6111（2番人気）
馬連票数 計 242127 的中 �� 21245（2番人気）
馬単票数 計 137345 的中 �� 6310（3番人気）
ワイド票数 計 204081 的中 �� 14946（2番人気）�� 11763（4番人気）�� 9745（5番人気）
3連複票数 計 423721 的中 ��� 16966（6番人気）
3連単票数 計 593934 的中 ��� 5264（18番人気）
上り 1マイル 1：47．1 4F 52．8－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーソクラテス �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．12．14 阪神10着

2017．3．21生 牡4鹿 母 テーオーヴィーナス 母母 シルクチャプター 障害：3戦1勝 賞金 11，100，000円
〔競走中止〕 クリップスプリンガ号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 サトノゲイル号の騎手西谷誠は，1周目1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：6番）

サトノゲイル号の騎手西谷誠は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
テーオーソクラテス号の騎手小坂忠士は，4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：4番）



3204111月14日 晴 良 （3福島2） 第4日 第5競走 ��2，750�障害3歳以上未勝利
発走12時00分（番組第4競走を順序変更） （ 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

77 � ジンゴイスト �6青鹿60 高田 潤 �サンデーレーシング 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 484－ 23：02．0 10．4�
78 ホウオウアクセル 牡5栗 60 北沢 伸也小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 454± 03：02．21� 2．1�
55 グリニッチヴィレジ 牝8黒鹿58 伴 啓太 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 456－ 63：02．73 121．0�
810 ル ヴ ォ ル グ �5黒鹿60 五十嵐雄祐�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 528－ 23：03．33� 5．4�
11 ウインガヴァナー 牡3黒鹿58 森 一馬�ウイン 西園 正都 浦河 笹島 政信 504－ 83：03．4	 5．1	
89 トゥーフラッシー 牝5鹿 58 大江原 圭西森 功氏 小桧山 悟 新ひだか グローリーファーム 476± 03：03．61
 11．5

33 タマノジュメイラ 牝5鹿 58 草野 太郎玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 486＋ 63：04．34 32．1�
66 � プラチナポセイドン 牡5芦 60 上野 翔�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 470－ 43：05．04 6．5�
22 テイエムカチドキ 牡3黒鹿58 白浜 雄造竹園 正繼氏 坂口 智康 むかわ 市川牧場 452± 03：05．21
 95．9
44 イワネコゴシキ 牡5青鹿60 小野寺祐太丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 508＋ 23：09．7大差 60．8�
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売 得 金
単勝： 18，932，200円 複勝： 18，754，800円 枠連： 5，202，600円
馬連： 23，530，400円 馬単： 14，894，300円 ワイド： 20，707，400円
3連複： 41，811，600円 3連単： 66，686，900円 計： 210，520，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 270円 � 110円 � 1，360円 枠 連（7－7） 1，240円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 570円 �� 5，100円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 19，150円 3 連 単 ��� 113，490円

票 数

単勝票数 計 189322 的中 � 14530（5番人気）
複勝票数 計 187548 的中 � 12311（6番人気）� 82807（1番人気）� 1882（10番人気）
枠連票数 計 52026 的中 （7－7） 3248（6番人気）
馬連票数 計 235304 的中 �� 14199（5番人気）
馬単票数 計 148943 的中 �� 3741（12番人気）
ワイド票数 計 207074 的中 �� 10126（6番人気）�� 996（34番人気）�� 2069（19番人気）
3連複票数 計 418116 的中 ��� 1637（42番人気）
3連単票数 計 666869 的中 ��� 426（217番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 52．0－3F 38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
6－（9，5）－10，1（8，3）－2－4－7
5（6，8）10，9，3－1－7＝2＝4

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

勝馬の
紹 介

�ジンゴイスト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat

2015．2．28生 �6青鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 障害：1戦1勝 賞金 7，900，000円
初出走 JRA

3204211月14日 晴 良 （3福島2） 第4日 第6競走 2，400�3歳以上1勝クラス
発走12時35分 （ダート・右）

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

中央レコード
2：30．2
2：28．6

重
不良

68 リノユニヴァース 牡3黒鹿55 岩田 康誠 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 506－ 22：35．9 3．7�
56 カフェキング 牡4黒鹿57 横山 和生西川 光一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B474－ 42：36．01 4．6�
33 ダノンマヴロス 牡3鹿 55 三浦 皇成�ダノックス 田中 博康 新ひだか ウエスタンファーム 470± 02：36．31� 4．9�
710 スパニッシュアート 牝4黒鹿55 菊沢 一樹�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 424－ 42：37．15 24．6�
44 テーオーシリウス 牡3黒鹿 55

54 ☆泉谷 楓真小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 470－ 4 〃 クビ 8．7	
45 メイショウカムロ 牡4鹿 57

54 ▲小沢 大仁松本 和子氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 452＋ 42：37．41� 12．8

22 ハーツシンフォニー 牡4青鹿 57

56 ☆亀田 温心 DMMドリームクラブ� 辻 哲英 日高 下河辺牧場 B472± 02：37．5� 24．6�
813� ベストユエンモン 牡4鹿 57

54 ▲横山 琉人花野 友象氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 462－ 22：38．35 221．2�
812� ナスノコウラン 牡5鹿 57

54 ▲永野 猛蔵須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 B516－ 22：38．4クビ 8．9�

57 カッティングロック 牡4黒鹿 57
56 ☆秋山 稔樹石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 B516＋ 62：39．35 10．0�

711 ノームストリーム 牡3鹿 55 菅原 明良水上ふじ子氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 500＋ 22：40．36 56．3�
11 エ バ ー マ ノ 牝4黒鹿55 坂井 瑠星宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 480－ 42：41．36 19．5�
69 � スノーレイズ 牝4芦 55

51 ★永島まなみ �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 新ひだか キヨタケ牧場 B448± 02：41．72� 105．3�
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売 得 金
単勝： 29，293，700円 複勝： 35，836，800円 枠連： 8，299，800円
馬連： 45，633，000円 馬単： 18，768，500円 ワイド： 41，794，900円
3連複： 70，535，100円 3連単： 75，688，400円 計： 325，850，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 160円 � 150円 枠 連（5－6） 790円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 550円 �� 500円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 8，920円

票 数

単勝票数 計 292937 的中 � 62368（1番人気）
複勝票数 計 358368 的中 � 51756（3番人気）� 60494（2番人気）� 62884（1番人気）
枠連票数 計 82998 的中 （5－6） 8096（3番人気）
馬連票数 計 456330 的中 �� 28621（3番人気）
馬単票数 計 187685 的中 �� 5600（5番人気）
ワイド票数 計 417949 的中 �� 18781（4番人気）�� 21165（2番人気）�� 27999（1番人気）
3連複票数 計 705351 的中 ��� 28437（1番人気）
3連単票数 計 756884 的中 ��� 6148（4番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―13．3―13．1―13．2―13．4―13．6―13．3―12．6―12．6―12．6―12．8

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―25．4―38．7―51．8―1：05．0―1：18．4―1：32．0―1：45．3―1：57．9―2：10．5―2：23．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リノユニヴァース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kingmambo デビュー 2021．1．17 中京1着

2018．2．26生 牡3黒鹿 母 ボ シ ン シ ェ 母母 Hatoof 3戦2勝 賞金 13，600，000円



3204311月14日 晴 良 （3福島2） 第4日 第7競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時05分 （芝・右）

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

中央レコード
1：07．0
1：06．0

良
良

47 エレガンテレイナ 牝4鹿 55 大野 拓弥 �グリーンファーム高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 438－ 41：09．6 14．1�
12 シゲルカチョウ 牝3鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 496＋121：09．7� 4．2�
35 ダブルスナッチ 牝3鹿 54 北村 宏司 �シルクレーシング 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418＋101：09．8クビ 6．6�
11 ルージュグラース 牝3鹿 54 横山 和生 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 438± 01：09．9� 5．3�
24 クイーンカピオラニ 牝4栗 55 菅原 明良�シンシアリー 庄野 靖志 日高 奥山 博 432＋ 21：10．11� 20．9	
510 イ ザ ラ 牝4鹿 55 菱田 裕二栗坂 崇氏 加藤 征弘 新ひだか タガミファーム 442－ 2 〃 ハナ 14．5

36 タツリュウオー 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心�しょうじ 加用 正 新ひだか 城地牧場 446＋ 8 〃 � 9．6�
713 ミ エ リ 牝3栗 54

51 ▲永野 猛蔵 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 374－10 〃 アタマ 30．3�
23 � スターライトキス 牝6栗 55 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 520＋ 21：10．31 63．9
815� スーパーノーマル 牝6黒鹿55 原田 和真 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 安平 追分ファーム 472＋ 2 〃 アタマ 181．6�
59 テリオスヒメ 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大鈴木美江子氏 田島 俊明 青森 今川 満良 454＋ 61：10．72� 205．1�
714 コスモサンレミ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 458＋ 41：10．91� 8．6�
612 ホーキーポーキー 牝3栗 54 嶋田 純次�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 454－ 21：11．0� 17．0�
816 レッジャードロ 牝3栗 54 吉田 豊大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 434－ 61：11．1� 11．7�
611 ハクサンタマテバコ 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人河﨑 五市氏 武藤 善則 新ひだか 田湯牧場 434－ 81：11．31� 16．2�
48 � オールイズスパーブ 牝5青鹿 55

54 ☆秋山 稔樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 442－101：12．79 289．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，795，900円 複勝： 45，123，400円 枠連： 12，197，500円
馬連： 54，763，500円 馬単： 20，194，200円 ワイド： 50，752，400円
3連複： 93，497，600円 3連単： 90，702，000円 計： 400，026，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 380円 � 190円 � 210円 枠 連（1－4） 2，630円

馬 連 �� 4，100円 馬 単 �� 8，950円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 1，830円 �� 680円

3 連 複 ��� 7，970円 3 連 単 ��� 55，210円

票 数

単勝票数 計 327959 的中 � 18593（7番人気）
複勝票数 計 451234 的中 � 25596（8番人気）� 68579（1番人気）� 60421（3番人気）
枠連票数 計 121975 的中 （1－4） 3581（12番人気）
馬連票数 計 547635 的中 �� 10332（15番人気）
馬単票数 計 201942 的中 �� 1691（34番人気）
ワイド票数 計 507524 的中 �� 8683（18番人気）�� 6941（27番人気）�� 20026（2番人気）
3連複票数 計 934976 的中 ��� 8797（19番人気）
3連単票数 計 907020 的中 ��� 1191（148番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．2―11．8―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．1―45．9―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エレガンテレイナ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Cozzene デビュー 2019．9．28 中山5着

2017．5．10生 牝4鹿 母 ガ ヴ ィ オ ラ 母母 Forest Key 11戦2勝 賞金 13，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オールイズスパーブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月14日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シエルヴァ号

3204411月14日 晴 良 （3福島2） 第4日 第8競走 2，000�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 7，600，000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

48 タ イ フ ォ ン 牡3青鹿55 西村 淳也吉田 安惠氏 森田 直行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 42：00．6 6．5�

59 バ ガ ン 牡3青 55
54 ☆亀田 温心 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 辻 牧場 464－ 22：01．13� 11．7�
35 ミッキーパンチ 牡4栗 57 菅原 明良野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 466＋ 22：01．2クビ 7．3�
815 ロックオンエイム 牝3黒鹿53 横山 和生 �京都ホースレーシング 奥村 武 新ひだか 飛野牧場 452± 02：01．3� 43．8�
510 ブルームラッシュ 牡4鹿 57 内田 博幸 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B462－ 2 〃 クビ 39．2	
36 カフジアスール 牡3鹿 55

52 ▲永野 猛蔵加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 470＋ 22：01．61� 12．7

612 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± 0 〃 ハナ 131．6�
23 シンシアリダーリン 牝3鹿 53

50 ▲松本 大輝�G1レーシング 上村 洋行 安平 追分ファーム 438－ 8 〃 クビ 72．2�
24 カトゥルスフェリス 牝4鹿 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 446＋ 82：01．7� 4．4
12 ロ ジ ロ ー ズ 牡3黒鹿55 大野 拓弥久米田正明氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 ハナ 24．5�
714 ダノンセレスタ 牡4青鹿 57

54 ▲小沢 大仁�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490－ 42：01．81 16．4�
47 ウインリブルマン 牡3栗 55 松岡 正海�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 502＋122：02．01 5．1�
11 サトノディーバ 牝3黒鹿53 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 490± 02：02．21� 25．4�
713 レベンディス �4栗 57 丸山 元気 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 日高 オリオンファーム 486＋ 22：02．73 39．0�
816 ビオグラフィア 牡3鹿 55 �島 克駿 �キャロットファーム 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 22：02．91 29．2�
611 シゲルオテンバ 牝3鹿 53 三浦 皇成森中 蕃氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 438－ 22：03．96 9．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，053，900円 複勝： 52，803，900円 枠連： 9，915，200円
馬連： 53，744，600円 馬単： 20，788，300円 ワイド： 54，294，500円
3連複： 89，101，600円 3連単： 88，681，500円 計： 405，383，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 290円 � 410円 � 210円 枠 連（4－5） 1，860円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 8，940円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 1，170円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 13，710円 3 連 単 ��� 70，190円

票 数

単勝票数 計 360539 的中 � 44028（3番人気）
複勝票数 計 528039 的中 � 46774（5番人気）� 29514（8番人気）� 76258（2番人気）
枠連票数 計 99152 的中 （4－5） 4111（6番人気）
馬連票数 計 537446 的中 �� 8595（21番人気）
馬単票数 計 207883 的中 �� 1743（37番人気）
ワイド票数 計 542945 的中 �� 7764（25番人気）�� 12029（12番人気）�� 9926（21番人気）
3連複票数 計 891016 的中 ��� 4874（44番人気）
3連単票数 計 886815 的中 ��� 916（211番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．3―12．7―12．6―12．4―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� 1，800�
12．5―23．6―34．9―47．6―1：00．2―1：12．6―1：24．6―1：36．7―1：48．4

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

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

勝馬の
紹 介

タ イ フ ォ ン �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2020．9．26 中京4着

2018．2．5生 牡3青鹿 母 ヴァリアントレディ 母母 ランバダレディ 13戦2勝 賞金 20，760，000円
〔制裁〕 バガン号の騎手亀田温心は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

シンシアリダーリン号の騎手松本大輝は，最後の直線コース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30，000円。（被害馬：13番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 タカラネイビー号



3204511月14日 晴 良 （3福島2） 第4日 第9競走 1，150�3歳以上1勝クラス
発走14時05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

12 テ オ ド ラ 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 B466± 01：09．0 32．5�
714� コスモクウェンチ 牡7鹿 57

54 ▲原 優介Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 490± 01：09．21 37．0�
59 キ ラ メ キ 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社
大原ファーム 496－12 〃 クビ 6．3�

24 メイショウゼッケイ 牝5栗 55
52 ▲西谷 凜松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 414± 01：09．3クビ 146．0�

48 ナ ム ラ ボ ス 牡4鹿 57 森 裕太朗奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 478－ 2 〃 クビ 3．2�
815 カップッチョ 牡4鹿 57 杉原 誠人	ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 476－ 21：09．4� 19．4

611 ド ナ テ ッ ラ 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹 �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 468＋ 61：09．61� 13．4�
612 ジョーミニスター 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 土居牧場 408－ 4 〃 クビ 16．2�
713 キョシンタンカイ 牡4黒鹿57 菊沢 一樹國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 506± 0 〃 アタマ 157．1
36 アテンフェアリー 牝5黒鹿55 坂井 瑠星齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 480＋ 2 〃 アタマ 14．9�
11 ネオトリニティー 牝3鹿 54 内田 博幸フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 426＋ 21：09．7クビ 7．6�
35 � ナリタウルフ 牡4鹿 57 川又 賢治�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 456＋ 2 〃 クビ 24．2�
816 ニシノミズカゼ 牝3栗 54

51 ▲永野 猛蔵西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 中田 英樹 B464－ 21：09．9� 3．6�
510 ルンルンキャット 牝5黒鹿55 �島 良太	髙昭牧場 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 448－ 61：10．21� 166．4�
47 ユウファースト 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗�アイテツ 新谷 功一 浦河 丸村村下
ファーム B480－ 21：10．73 205．9�

23 � キズナビーム 牡4黒鹿 57
54 ▲松本 大輝北原光一郎氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 522＋ 21：10．8� 398．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，534，000円 複勝： 43，711，900円 枠連： 9，956，800円
馬連： 59，400，100円 馬単： 23，631，900円 ワイド： 47，405，400円
3連複： 87，520，700円 3連単： 103，458，500円 計： 407，619，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，250円 複 勝 � 930円 � 850円 � 260円 枠 連（1－7） 6，400円

馬 連 �� 37，980円 馬 単 �� 60，690円

ワ イ ド �� 8，840円 �� 3，610円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 81，740円 3 連 単 ��� 590，600円

票 数

単勝票数 計 325340 的中 � 7988（10番人気）
複勝票数 計 437119 的中 � 11349（11番人気）� 12461（10番人気）� 51093（4番人気）
枠連票数 計 99568 的中 （1－7） 1204（20番人気）
馬連票数 計 594001 的中 �� 1212（63番人気）
馬単票数 計 236319 的中 �� 292（119番人気）
ワイド票数 計 474054 的中 �� 1371（62番人気）�� 3397（38番人気）�� 4249（33番人気）
3連複票数 計 875207 的中 ��� 803（178番人気）
3連単票数 計1034585 的中 ��� 127（1119番人気）

ハロンタイム 9．8―10．7―11．0―11．9―12．5―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．8―20．5―31．5―43．4―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ オ ド ラ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Victory Gallop デビュー 2020．9．26 中京3着

2018．5．11生 牝3栗 母 シャインリザルト 母母 Princess Patti 9戦2勝 賞金 14，500，000円
〔制裁〕 テオドラ号の騎手亀田温心は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※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） 1頭 クリオズナ号
（非抽選馬） 2頭 トミケンカラバティ号・レオスパンキー号

3204611月14日 晴 良 （3福島2） 第4日 第10競走 ��
��1，200�福島2歳ステークス

発走14時40分 （芝・右）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

福島馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000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
1：08．5
1：07．5

良
良

815 ウインマーベル 牡2栗 55 松岡 正海�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム B464＋ 81：09．5 17．6�
714 ニシノレバンテ 牡2鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 折手牧場 488＋ 81：09．71	 18．1�
36 ブランデーロック 牡2栗 55 山田 敬士新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468＋ 81：09．8
 67．1�
12 ショウナンマッハ 牡2鹿 55 岩田 康誠国本 哲秀氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 496＋ 8 〃 ハナ 9．6�
47 カイカノキセキ 牝2青鹿55 �島 克駿 �キャロットファーム 池添 学 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 21：10．01	 2．5	
24 アイムファイン 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 奥平 雅士 日高 門別山際牧場 408＋ 21：10．31
 17．7

35 リ ト ス 牝2鹿 54 亀田 温心ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 築紫 洋 404＋ 4 〃 ハナ 21．9�
23 ポメランチェ 牝2黒鹿54 菅原 明良 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 402＋ 4 〃 アタマ 4．2�
510 ユ キ ヤ ナ ギ 牝2鹿 54 勝浦 正樹山口 敦広氏 的場 均 新冠 山岡ファーム 440－ 2 〃 クビ 22．7
713 ド リ ッ プ 牡2黒鹿55 泉谷 楓真 �ビッグレッドファーム 稲垣 幸雄 新ひだか 真歌田中牧場 458－ 21：10．51 176．5�
48 ボンクラージュ 牝2黒鹿54 永野 猛蔵落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 436－ 2 〃 アタマ 38．0�
11 ミツカネムーン 牝2黒鹿54 丸山 元気小山田 満氏 清水 英克 浦河 谷口牧場 422－ 61：10．71	 50．0�
612 ソリッドグロウ 牝2栗 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 432－ 6 〃 アタマ 9．8�
59 エ シ ェ ロ ン 牡2黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 新冠 山岡牧場 464＋ 81：10．8クビ 143．2�
816 ミ ミ グ ッ ド 牝2青鹿54 菱田 裕二山下 良子氏 中尾 秀正 熊本 本田 土寿 436＋201：11．43� 131．3�
611 ラインアルテア 牡2黒鹿55 秋山 稔樹大澤 繁昌氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 474－ 21：11．61	 40．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，461，800円 複勝： 57，863，300円 枠連： 15，557，900円
馬連： 81，344，900円 馬単： 33，456，300円 ワイド： 70，135，200円
3連複： 130，692，300円 3連単： 144，597，400円 計： 586，109，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 470円 � 460円 � 1，480円 枠 連（7－8） 6，000円

馬 連 �� 8，940円 馬 単 �� 18，510円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 6，900円 �� 11，100円

3 連 複 ��� 121，310円 3 連 単 ��� 579，180円

票 数

単勝票数 計 524618 的中 � 25152（5番人気）
複勝票数 計 578633 的中 � 33886（7番人気）� 34392（6番人気）� 9502（13番人気）
枠連票数 計 155579 的中 （7－8） 2008（24番人気）
馬連票数 計 813449 的中 �� 7048（32番人気）
馬単票数 計 334563 的中 �� 1355（63番人気）
ワイド票数 計 701352 的中 �� 7925（22番人気）�� 2606（65番人気）�� 1615（78番人気）
3連複票数 計1306923 的中 ��� 808（265番人気）
3連単票数 計1445974 的中 ��� 181（1279番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．0―11．8―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．7―45．5―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインマーベル �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．6．20 札幌3着

2019．5．8生 牡2栗 母 コスモマーベラス 母母 ロ モ ー ラ 7戦2勝 賞金 26，877，000円
〔発走状況〕 アイムファイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ラインアルテア号の騎手秋山稔樹は，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：12番・13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タガノフィナーレ号



3204711月14日 晴 良 （3福島2） 第4日 第11競走
第57回農林水産省賞典

��
��2，000�福 島 記 念（ＧⅢ）

発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，2．11．14以降3．11．7まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞・福島県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

48 パンサラッサ 牡4鹿 56 菱田 裕二広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 474－ 21：59．2 9．0�
612 ヒュミドール �5鹿 55 吉田 豊�サンライズ 小手川 準 浦河 宮内牧場 468＋101：59．84 9．1�
510 ア ラ タ 牡4鹿 56 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 458＋ 41：59．9� 4．1�
59 ステイフーリッシュ 牡6鹿 57．5 坂井 瑠星 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 クビ 6．7�
611 エフェクトオン 牡5黒鹿53 亀田 温心 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 448－ 22：00．11 31．2	
24 ヴァンケドミンゴ 牡5鹿 56 酒井 学幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 476± 02：00．31	 8．5

815 フェアリーポルカ 牝5鹿 55 三浦 皇成山本 剛士氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 498－122：00．51	 34．2�
714 マイネルファンロン 牡6青鹿56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 6 〃 クビ 40．2�
713 バイオスパーク 牡6黒鹿57 泉谷 楓真宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 474－ 42：00．71	 39．9
36 サトノエルドール 牡5鹿 56 横山 和生 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム B474± 0 〃 アタマ 61．3�
47 モズナガレボシ 牡4芦 55 西村 淳也 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 500± 02：00．9
 21．3�
11 ゴールドギア 牡6黒鹿55 永野 猛蔵有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 B482± 0 〃 クビ 135．1�
35 ディアンドル 牝5黒鹿55 菅原 明良 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 504＋ 22：01．0クビ 27．5�
23 ブ ラ ヴ ァ ス 牡5鹿 57 岩田 康誠佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496＋ 42：01．74 12．8�
816 コントラチェック 牝5黒鹿55．5 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 476－ 42：01．9
 22．6�
12 ココロノトウダイ 牡4鹿 55 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 524± 02：03．49 5．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 150，207，500円 複勝： 199，320，400円 枠連： 89，961，300円
馬連： 446，597，800円 馬単： 141，918，600円 ワイド： 328，926，800円
3連複： 887，807，800円 3連単： 834，079，100円 計： 3，078，819，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 370円 � 310円 � 180円 枠 連（4－6） 2，560円

馬 連 �� 4，470円 馬 単 �� 8，200円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 1，050円 �� 810円

3 連 複 ��� 7，500円 3 連 単 ��� 52，260円

票 数

単勝票数 計1502075 的中 � 132573（5番人気）
複勝票数 計1993204 的中 � 123789（6番人気）� 157794（5番人気）� 340303（1番人気）
枠連票数 計 899613 的中 （4－6） 27161（12番人気）
馬連票数 計4465978 的中 �� 77351（17番人気）
馬単票数 計1419186 的中 �� 12978（31番人気）
ワイド票数 計3289268 的中 �� 58364（16番人気）�� 80682（9番人気）�� 107147（4番人気）
3連複票数 計8878078 的中 ��� 88727（14番人気）
3連単票数 計8340791 的中 ��� 11569（132番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
11．9―22．7―33．6―45．5―57．3―1：09．2―1：21．6―1：34．0―1：46．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．6
1
3
8，16－5－9＝15，12－（4，14）（13，10）（2，7，11，6）－3，1
8，16－5－9＝15（14，12，6）4（13，10）（11，1）（3，2，7）

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

勝馬の
紹 介

パンサラッサ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Montjeu デビュー 2019．9．21 阪神6着

2017．3．1生 牡4鹿 母 ミスペンバリー 母母 Stitching 17戦4勝 賞金 124，346，000円
〔制裁〕 マイネルファンロン号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。
（非抽選馬） 3頭 アトミックフォース号・ウインアグライア号・コスモカレンドゥラ号

3204811月14日 晴 良 （3福島2） 第4日 第12競走 ��
��1，700�

そ う ま

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

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

814� パワポケプリメーロ 牡4栗 57 内田 博幸柳原 達也氏 新開 幸一 新ひだか グランド牧場 434＋ 61：45．9 45．1�
712 オンザライン 牡3青鹿55 西村 淳也久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 446－ 41：46．11	 12．9�
611 スマートアリエル 牝4黒鹿55 
島 克駿大川 徹氏 辻野 泰之 浦河 桑田牧場 B468± 01：46．31	 17．2�
23 エクレルシー 牡3黒鹿55 菅原 明良�ノースヒルズ 栗田 徹 浦河 高野牧場 B490＋ 21：46．41 6．3�
35 ノ ー チ ラ ス 牝5栗 55 亀田 温心�キーファーズ 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 470± 01：46．5� 121．4�
713 ベルジュネス �5鹿 57 三浦 皇成岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B466－ 21：46．71 3．3	
22 テイエムホイッスル 牡4栗 57 中井 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 492＋ 61：46．91	 20．5

11 ヴィクトリオーソ 牡4鹿 57 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 日高 賀張中川牧場 506－ 2 〃 クビ 71．8�
610 アンクラウデッド 牡3栗 55 大野 拓弥 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 494＋ 41：47．0クビ 14．4
59 コンソレーション 牡3青 55 嶋田 純次伊東 純一氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486－ 6 〃 アタマ 3．4�
815 メイショウフォイル 牡4鹿 57 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 510－ 4 〃 クビ 105．6�
47 コ ス モ オ リ 牡4栗 57 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B458－ 41：47．32 74．0�
46 シンヨモギネス 牡3鹿 55 菱田 裕二岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B472－ 8 〃 ハナ 18．4�
58 レオアルティメット 牡6栗 57 吉田 豊�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 B554－ 21：47．72� 35．2�
34 ピクトルテソーロ 牡3黒鹿55 横山 和生了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 船越牧場 472＋ 21：48．23 9．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 47，257，700円 複勝： 57，752，500円 枠連： 17，396，200円
馬連： 85，043，300円 馬単： 30，442，900円 ワイド： 62，492，600円
3連複： 127，021，500円 3連単： 144，770，700円 計： 572，177，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，510円 複 勝 � 1，090円 � 470円 � 390円 枠 連（7－8） 3，690円

馬 連 �� 18，600円 馬 単 �� 40，620円

ワ イ ド �� 5，470円 �� 6，550円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 85，440円 3 連 単 ��� 744，380円

票 数

単勝票数 計 472577 的中 � 8374（11番人気）
複勝票数 計 577525 的中 � 12915（11番人気）� 33103（7番人気）� 41710（6番人気）
枠連票数 計 173962 的中 （7－8） 3646（15番人気）
馬連票数 計 850433 的中 �� 3543（50番人気）
馬単票数 計 304429 的中 �� 562（104番人気）
ワイド票数 計 624926 的中 �� 2939（50番人気）�� 2449（55番人気）�� 5689（32番人気）
3連複票数 計1270215 的中 ��� 1115（205番人気）
3連単票数 計1447707 的中 ��� 141（1463番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―12．4―13．1―13．0―12．2―12．5―12．2―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―30．3―43．4―56．4―1：08．6―1：21．1―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�パワポケプリメーロ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Bellamy Road

2017．5．7生 牡4栗 母 ポジションリミット 母母 Payable On Demand 9戦2勝 賞金 23，752，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

〔制裁〕 テイエムホイッスル号の騎手中井裕二は，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：8番・
15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。
（非抽選馬） 4頭 スマートパルフェ号・チュウワフライヤー号・ナムラブル号・マイネルレンカ号

３レース目



（3福島2）第4日 11月14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 174頭 本 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

257，640，000円
22，870，000円
1，890，000円
31，430，000円
75，683，750円
6，296，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
495，274，700円
727，161，600円
198，757，000円
994，582，500円
375，130，900円
819，990，200円
1，772，548，300円
1，824，219，600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 7，207，664，800円

総入場人員 7，921名 （有料入場人員 3，775名）
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