
3200111月5日 晴 良 （4福島3） 第1日 第1競走 1，150�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

48 ビ ル カ ー ル 牡2黒鹿55 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 新冠 サンローゼン 484＋141：09．5 5．5�
510 エコロレジーナ 牝2鹿 54 菊沢 一樹原村 正紀氏 菊沢 隆徳 日高 荒井ファーム 476＋ 21：09．6クビ 5．5�
36 ルクスメテオール 牡2鹿 55

51 ★永島まなみ�ルクス 小林 真也 日高 本間牧場 476＋121：10．34 11．1�
24 バ サ ラ 牝2栗 54

52 △小林 凌大�OUMA 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 454＋10 〃 クビ 17．9�
612 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 B476＋ 21：10．93� 60．1	
611 レアジーニアス 牝2芦 54

53 ☆秋山 稔樹岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 474－ 21：11．0クビ 5．3

23 ド ナ ル ビ ー 牝2黒鹿54 西村 淳也小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新冠 岩見牧場 444－ 21：11．1� 5．2�
815 カンタベリーガール 牝2栗 54

52 ◇藤田菜七子峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 450＋ 2 〃 クビ 195．7�
35 オウユーナッシング 牝2鹿 54

51 ▲土田 真翔三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 門別牧場 434＋ 81：11．41� 95．3
47 グラスヴィガー 牡2栗 55 丸田 恭介半沢� 尾形 和幸 新ひだか 岡田牧場 458＋ 41：11．5� 8．3�
11 スングリダンダン 牝2栗 54

51 ▲水沼 元輝�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 426± 01：11．6� 11．3�
713 タッカーカムカム 牝2鹿 54

52 △小林 脩斗小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新ひだか 高橋 修 424± 01：11．81� 34．9�
59 ストロベリーツー 牡2黒鹿 55

53 △原 優介ウエスト．フォレスト．
ステイブル� 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 458＋101：11．9� 182．8�

12 テリオスドン 牡2黒鹿 55
54 ☆松本 大輝鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 米田牧場 B478＋10 〃 ハナ 140．7�

816 イ ブ シ ギ ン 牡2芦 55 黛 弘人�ミルファーム 岩戸 孝樹 登別 青藍牧場 422± 01：12．0クビ 165．4�
714 シュガープラム 牝2栗 54

53 ☆小沢 大仁大田 恭充氏 高橋 康之 新冠 中山 高鹿康 442＋ 21：12．11� 91．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，303，000円 複勝： 40，716，300円 枠連： 9，215，700円
馬連： 44，341，000円 馬単： 18，221，000円 ワイド： 43，539，400円
3連複： 75，002，200円 3連単： 69，557，400円 計： 326，896，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 220円 � 210円 � 320円 枠 連（4－5） 850円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，150円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 32，700円

票 数

単勝票数 計 263030 的中 � 40321（3番人気）
複勝票数 計 407163 的中 � 49176（4番人気）� 53544（3番人気）� 29958（7番人気）
枠連票数 計 92157 的中 （4－5） 8380（3番人気）
馬連票数 計 443410 的中 �� 24954（2番人気）
馬単票数 計 182210 的中 �� 4365（9番人気）
ワイド票数 計 435394 的中 �� 20633（3番人気）�� 9477（17番人気）�� 10651（15番人気）
3連複票数 計 750022 的中 ��� 11183（18番人気）
3連単票数 計 695574 的中 ��� 1542（120番人気）

ハロンタイム 9．5―10．9―11．3―12．2―12．4―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．4―31．7―43．9―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビ ル カ ー ル �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ストリートセンス デビュー 2022．7．2 福島6着

2020．4．30生 牡2黒鹿 母 サンシャインキッス 母母 ルークラティブ 5戦1勝 賞金 5，980，000円

3200211月5日 晴 良 （4福島3） 第1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 5，200，000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 オーサムサンライズ 牝2鹿 54
50 ★永島まなみ松岡 隆雄氏 石坂 公一 日高 下河辺牧場 406＋ 21：09．4 5．1�

612 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 432－ 81：09．82� 15．4�

12 ブ ー バ ー 牝2栗 54
51 ▲佐々木大輔深澤 朝房氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 412＋ 2 〃 アタマ 61．8�

713 ピ ン ク ジ ン 牝2鹿 54
52 △小林 脩斗�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 426－ 21：09．9クビ 12．4�

11 クリノリアルレディ 牝2鹿 54
52 △原 優介栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新ひだか 平野牧場 474＋ 8 〃 � 12．0�

815 クレイプマートル 牝2鹿 54 菊沢 一樹�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 524＋ 81：10．11� 16．0	
35 コズミックコール 牝2鹿 54

53 ☆秋山 稔樹ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434＋ 61：10．2アタマ 55．1


48 ミ ル レ ー ヴ 牝2鹿 54
52 △小林 凌大�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 434－ 4 〃 クビ 26．7�

47 チャイボーグ 牝2黒鹿 54
53 ☆角田 大和田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 藤原牧場 480＋141：10．41� 341．3�

23 ヴィオレーヌ 牝2鹿 54 黛 弘人岡田 隆寛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 高橋フアーム 414＋101：10．5� 343．4
510 フェリキタス 牝2鹿 54

53 ☆松本 大輝 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 新ひだか 幌村牧場 428＋ 4 〃 クビ 2．0�
611 テセラフィリア 牝2鹿 54

52 △横山 琉人牧野 聖子氏 高橋 義忠 新ひだか 萩澤 泰博 420＋ 21：10．71� 218．7�
24 ウェンダヴズクライ 牝2鹿 54

51 ▲土田 真翔三岡 陽氏 根本 康広 新ひだか 木村 秀則 408－ 41：10．91� 382．3�
816 ノーブルトラップ 牝2栗 54

53 ☆小沢 大仁吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐藤 鉄也 454＋ 81：11．01 58．4�
714 グリーミージュエル 牝2黒鹿54 荻野 極ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 422－ 41：11．85 176．2�
59 ラクサパーナ 牝2栗 54 武藤 雅 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 426－ 61：12．11� 11．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，828，100円 複勝： 38，812，700円 枠連： 8，355，200円
馬連： 40，655，400円 馬単： 17，971，500円 ワイド： 43，224，800円
3連複： 61，623，000円 3連単： 65，401，500円 計： 310，872，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 380円 � 800円 枠 連（3－6） 2，330円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 920円 �� 2，600円 �� 4，610円

3 連 複 ��� 22，490円 3 連 単 ��� 92，790円

票 数

単勝票数 計 348281 的中 � 57929（2番人気）
複勝票数 計 388127 的中 � 68351（2番人気）� 25227（5番人気）� 10406（9番人気）
枠連票数 計 83552 的中 （3－6） 2771（9番人気）
馬連票数 計 406554 的中 �� 12584（8番人気）
馬単票数 計 179715 的中 �� 3079（15番人気）
ワイド票数 計 432248 的中 �� 12556（9番人気）�� 4223（28番人気）�� 2354（37番人気）
3連複票数 計 616230 的中 ��� 2055（65番人気）
3連単票数 計 654015 的中 ��� 511（263番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．0―11．8―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．5―45．3―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーサムサンライズ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2022．8．20 小倉3着

2020．4．17生 牝2鹿 母 サンデーサンライズ 母母 シルバーコースト 2戦1勝 賞金 7，000，000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 エルディアナ号

第３回 福島競馬 第１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



3200311月5日 晴 良 （4福島3） 第1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）

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

713� ジュリエットパール 牝4青鹿55 菊沢 一樹�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 468－ 41：45．2 30．4�
611 タガノリバイバー 牝4鹿 55

54 ☆角田 大和八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 498＋101：46．26 22．5�

11 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＋ 81：46．3クビ 2．2�

815 ヒデノレインボー 牡3鹿 55
53 △原 優介大石 秀夫氏 梅田 智之 浦河 中村 雅明 470－ 4 〃 アタマ 3．7�

22 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 500－ 21：46．93� 22．3�

46 � レッドヴァイス �4芦 57 富田 暁 	東京ホースレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500＋ 6 〃 クビ 26．9


58 トランセンドパスト 牡4鹿 57 荻野 極簗詰 貴彦氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 B462＋ 41：47．0� 33．7�
23 インディペンデント 牡4鹿 57 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 460＋ 81：47．1� 60．4�
59 ヴァルドマルヌ 牝3黒鹿 53

51 △小林 凌大村野 康司氏 大和田 成 日高 下河辺牧場 406－ 61：47．2� 65．6
712� ヒメノジャッカル 牡5鹿 57

54 ▲大久保友雅橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 462＋121：47．41� 261．9�
35 � オニジオオタニ �4黒鹿 57

56 ☆秋山 稔樹髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 440＋ 21：47．82� 201．7�
610 リ ヴ ウ ェ ル 牡4黒鹿 57

55 ◇藤田菜七子ウエスト．フォレスト．
ステイブル	 深山 雅史 浦河 市正牧場 488± 0 〃 ハナ 28．8�

47 � キュールエライジン 牡4青鹿 57
56 ☆松本 大輝岡本 良三氏 中尾 秀正 新ひだか 木下牧場 B514－161：48．01� 69．9�

34 サパテアール 牡3青鹿 55
54 ☆小沢 大仁 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 桑田フアーム B502－ 81：48．31� 14．8�

814 ス カ デ ィ 牝3芦 53 西村 淳也 	カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 浦河 宮内牧場 518＋ 8 〃 クビ 5．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，509，800円 複勝： 36，196，900円 枠連： 10，612，500円
馬連： 44，511，800円 馬単： 18，695，200円 ワイド： 45，881，600円
3連複： 70，964，300円 3連単： 69，697，600円 計： 335，069，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，040円 複 勝 � 610円 � 340円 � 160円 枠 連（6－7） 12，850円

馬 連 �� 21，060円 馬 単 �� 45，080円

ワ イ ド �� 5，950円 �� 1，290円 �� 830円

3 連 複 ��� 18，420円 3 連 単 ��� 273，130円

票 数

単勝票数 計 385098 的中 � 10125（9番人気）
複勝票数 計 361969 的中 � 12408（10番人気）� 24795（5番人気）� 75856（2番人気）
枠連票数 計 106125 的中 （6－7） 640（25番人気）
馬連票数 計 445118 的中 �� 1638（50番人気）
馬単票数 計 186952 的中 �� 311（104番人気）
ワイド票数 計 458816 的中 �� 1902（57番人気）�� 9198（17番人気）�� 14761（6番人気）
3連複票数 計 709643 的中 ��� 2888（70番人気）
3連単票数 計 696976 的中 ��� 185（697番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―12．0―12．9―12．6―12．6―12．4―12．5―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．8―42．7―55．3―1：07．9―1：20．3―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ジュリエットパール �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト

2018．6．5生 牝4青鹿 母 ジュリエットソング 母母 ビューティソング 9戦1勝 賞金 8，980，000円
初出走 JRA

3200411月5日 晴 良 （4福島3） 第1日 第4競走 ��3，350�障害3歳以上オープン
発走11時20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，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：39．0良

46 ナ ギ サ 牝4鹿 59 森 一馬本間 茂氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 506＋ 23：42．8 16．6�
69 レーヴドオルフェ 牡5栗 60 石神 深一平川 浩之氏 菊川 正達 新冠 村上 欽哉 516－103：42．9� 4．0�
45 ギガバッケン �7鹿 60 伴 啓太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B532－12 〃 クビ 22．5�
711 ニ ン ギ ル ス 牡5栗 60 難波 剛健武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 444－ 63：43．0クビ 25．3�
11 グレートバローズ 牡5鹿 60 高田 潤猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 478－123：43．21� 6．9�
57 フィードバック �6黒鹿60 草野 太郎 	社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 490＋ 4 〃 アタマ 35．9

58 バルンストック �5黒鹿 60

57 ▲小牧加矢太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 492＋183：43．3� 18．0�

34 マイネルダンク 牡4芦 60 黒岩 悠 �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 446± 03：43．5� 5．9�

814 サンティーニ �7栗 61 五十嵐雄祐	ターフ・スポート尾関 知人 浦河 谷川牧場 490± 0 〃 ハナ 3．0
33 テトラルキア �7鹿 60 江田 勇亮吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム B486－ 43：44．99 21．3�
813	 ブラックワンダー �6青鹿60 鈴木 慶太佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 460＋ 43：47．6大差 175．1�
712 レオアルティメット �7栗 60 小野寺祐太�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 546＋ 63：49．5大差 67．9�
610 ハ デ ィ ア 牡5鹿 60 上野 翔	ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 468± 03：54．5大差 80．2�
22 モ ー ガ ン 牡4栗 60 平沢 健治林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 488＋18 （競走中止） 18．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，348，700円 複勝： 28，053，400円 枠連： 8，228，300円
馬連： 32，354，500円 馬単： 14，192，700円 ワイド： 30，450，700円
3連複： 57，368，600円 3連単： 57，242，400円 計： 250，239，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 440円 � 180円 � 470円 枠 連（4－6） 1，520円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 8，180円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 3，080円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 17，020円 3 連 単 ��� 114，320円

票 数

単勝票数 計 223487 的中 � 10742（5番人気）
複勝票数 計 280534 的中 � 14780（6番人気）� 50975（2番人気）� 13704（7番人気）
枠連票数 計 82283 的中 （4－6） 4174（8番人気）
馬連票数 計 323545 的中 �� 8150（9番人気）
馬単票数 計 141927 的中 �� 1300（26番人気）
ワイド票数 計 304507 的中 �� 7614（8番人気）�� 2482（34番人気）�� 5209（16番人気）
3連複票数 計 573686 的中 ��� 2527（53番人気）
3連単票数 計 572424 的中 ��� 363（379番人気）
上り 1マイル 1：46．9 4F 52．0－3F 38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 →�→�→�」
�
�

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナ ギ サ �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．1．5 中京2着

2018．2．16生 牝4鹿 母 ユキノクイーン 母母 ラスターゲイン 障害：7戦3勝 賞金 36，900，000円
〔競走中止〕 モーガン号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 ショウナンサルヴォ号・ホシルミエール号



3200511月5日 晴 良 （4福島3） 第1日 第5競走 ��2，750�障害3歳以上未勝利
発走12時10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

66 エクスパートラン 牡7青鹿60 高田 潤�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 464－ 23：03．7 4．3�
22 ニシノガブリヨリ 牡4鹿 60 五十嵐雄祐西山 茂行氏 村田 一誠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 494＋123：03．91� 29．0�
44 リ ア ム 牡5鹿 60 草野 太郎 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム B532－ 43：04．75 1．6�
55 ハ イ チ ー ズ �7鹿 60 上野 翔 �ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 500－223：05．01� 35．6�
77 	 オノーレペスカ 牝6青 58 蓑島 靖典三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 B462＋183：05．31� 56．5	
88 ヴァンクールシルク �8栗 60 伴 啓太 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B580－ 63：05．41
 5．0

33 テイエムクロマル 牡3黒鹿58 石神 深一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 順一 480＋ 43：05．92� 44．8�
11 	 ビッグスコール 牡6鹿 60

57 ▲小牧加矢太木村 廣太氏 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 550＋ 63：06．75 10．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 20，887，900円 複勝： 20，053，900円 枠連： 発売なし
馬連： 25，036，000円 馬単： 14，856，800円 ワイド： 18，296，500円
3連複： 35，159，700円 3連単： 75，560，000円 計： 209，850，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 120円 � 310円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 5，510円 馬 単 �� 7，750円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 180円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 23，670円

票 数

単勝票数 計 208879 的中 � 38169（2番人気）
複勝票数 計 200539 的中 � 34058（2番人気）� 7008（5番人気）� 98568（1番人気）
馬連票数 計 250360 的中 �� 3520（12番人気）
馬単票数 計 148568 的中 �� 1437（18番人気）
ワイド票数 計 182965 的中 �� 3396（13番人気）�� 33017（1番人気）�� 5307（8番人気）
3連複票数 計 351597 的中 ��� 11282（8番人気）
3連単票数 計 755600 的中 ��� 2314（62番人気）
上り 1マイル 1：47．1 4F 52．3－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エクスパートラン 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2017．9．24 阪神7着

2015．5．14生 牡7青鹿 母 ワイルドゲッツ 母母 ゲラウトマイウエイ 障害：3戦1勝 賞金 9，100，000円

3200611月5日 晴 良 （4福島3） 第1日 第6競走 ��2，400�3歳以上1勝クラス
発走12時45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

811 リ ヴ ェ ッ ト 牡4鹿 57 柴山 雄一 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 486－ 62：34．5 27．3�
66 アコークロー 牝3鹿 53 丸田 恭介�G1レーシング 大竹 正博 安平 追分ファーム 470＋ 22：35．35 5．0�
33 � ユイノザッパー 牡4栗 57 黛 弘人田中 晴夫氏 矢作 芳人 米

Bonne Chance
Farm, LLC &
Stud RDI, LLC

B502± 02：35．4� 8．6�
79 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＋ 22：35．82� 7．9�
22 メイショウシヅキ 牡3鹿 55

54 ☆松本 大輝松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 道見牧場 466＋ 22：36．33 15．4	
44 ジューンアマデウス 牡3鹿 55

54 ☆小沢 大仁吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 486＋16 〃 ハナ 12．4

11 プレミアスコア 牝3栗 53

52 ☆泉谷 楓真 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 ハナ 4．0�
55 アンノウンウォリア 牡3黒鹿55 藤懸 貴志�田 昌久氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 462－ 42：36．83 77．0
810 スパニッシュアート 牝5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 420－ 22：36．9� 66．0�
78 ウ ラ エ ウ ス 牡4青 57

56 ☆角田 大和吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 458－122：37．11	 4．8�
67 フランコイメル 牡4黒鹿 57

54 ▲川端 海翼ケーエスHD 武 英智 むかわ ヤマイチ牧場 522－ 62：37．31� 6．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 31，411，400円 複勝： 39，532，400円 枠連： 8，422，100円
馬連： 35，361，900円 馬単： 16，884，500円 ワイド： 37，301，200円
3連複： 54，134，100円 3連単： 65，221，400円 計： 288，269，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，730円 複 勝 � 550円 � 190円 � 320円 枠 連（6－8） 1，900円

馬 連 �� 5，730円 馬 単 �� 13，700円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 3，120円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 16，890円 3 連 単 ��� 147，760円

票 数

単勝票数 計 314114 的中 � 9182（9番人気）
複勝票数 計 395324 的中 � 16073（9番人気）� 64193（1番人気）� 30797（6番人気）
枠連票数 計 84221 的中 （6－8） 3427（8番人気）
馬連票数 計 353619 的中 �� 4777（27番人気）
馬単票数 計 168845 的中 �� 924（57番人気）
ワイド票数 計 373012 的中 �� 5750（25番人気）�� 3006（36番人気）�� 9078（15番人気）
3連複票数 計 541341 的中 ��� 2403（69番人気）
3連単票数 計 652214 的中 ��� 320（505番人気）

ハロンタイム 13．4―11．8―13．6―13．4―13．1―13．2―12．9―12．6―12．2―12．8―12．7―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�
13．4―25．2―38．8―52．2―1：05．3―1：18．5―1：31．4―1：44．0―1：56．2―2：09．0―2：21．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ヴ ェ ッ ト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．12．5 阪神3着

2018．5．18生 牡4鹿 母 ヌーベルバーグ 母母 マジックコード 14戦2勝 賞金 25，740，000円
〔制裁〕 ジューンアマデウス号の騎手小沢大仁は，2周目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：5番・

10番）



3200711月5日 晴 良 （4福島3） 第1日 第7競走 1，150�3歳以上1勝クラス
発走13時15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

815 サザンエルフ 牝3栗 54
53 ☆松本 大輝多田 賢司氏 中川 公成 日高 日西牧場 466± 01：07．8 7．8�

816 ケイティソルジャー 牡3栗 56
53 ▲大久保友雅瀧本 和義氏 村山 明 日高 豊洋牧場 492－121：08．22� 3．4�

35 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 462＋ 21：08．72� 3．9�
713 イ カ ロ ス 牡3鹿 56 富田 暁�須野牧場 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム 478－ 81：08．91� 10．7�
714 ニシノコニャック 牡3栗 56 丸山 元気西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 448－ 8 〃 アタマ 18．2�
47 タイキスパルタン 牡3芦 56 柴山 雄一	大樹ファーム 辻野 泰之 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 502－ 41：09．11 41．0

48 チアフルローズ 牝6青鹿 55

53 △横山 琉人ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト
クラブ 484－ 4 〃 クビ 62．7�

36 � トランペットシェル �5芦 57
54 ▲佐々木大輔谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 482－ 61：09．31 6．5

24 スイーツビュッフェ 牝6鹿 55 菊沢 一樹 �YGGホースクラブ 西田雄一郎 日高 ヤナガワ牧場 504± 0 〃 クビ 29．1�
59 ブレーヴトライ 牡4芦 57

55 △小林 凌大 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 470－ 41：09．4クビ 39．1�

12 オールミラージュ 牡6栗 57
54 ▲土田 真翔田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 462± 01：09．61� 128．6�

510� マグナムハート 牡4栗 57
56 ☆秋山 稔樹杉浦 和也氏 浅野洋一郎 千歳 社台ファーム 508－ 2 〃 ハナ 88．7�

611 マクシミリアン 牡4栗 57
54 ▲鷲頭 虎太	ターフ・スポート奥村 豊 日高 奥山 博 B456－ 31：09．7� 74．8�

11 フウゲツムヘン 牝3鹿 54
50 ★永島まなみ �YGGホースクラブ 新開 幸一 新冠 川上牧場 432－ 21：10．33� 11．5�

612 ジダイノチョウジ 牡3芦 56
55 ☆角田 大和岡 浩二氏 中竹 和也 日高 碧雲牧場 514＋141：10．4� 38．2�

23 ソリッドグロウ 牝3栗 54 武藤 雅 	サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 442－ 21：10．51 31．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，952，000円 複勝： 39，396，400円 枠連： 12，068，600円
馬連： 41，805，500円 馬単： 17，679，800円 ワイド： 43，571，600円
3連複： 70，214，500円 3連単： 72，178，000円 計： 326，866，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 250円 � 170円 � 160円 枠 連（8－8） 1，930円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 590円 �� 800円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 20，560円

票 数

単勝票数 計 299520 的中 � 30439（4番人気）
複勝票数 計 393964 的中 � 34908（4番人気）� 65167（3番人気）� 71177（1番人気）
枠連票数 計 120686 的中 （8－8） 4826（6番人気）
馬連票数 計 418055 的中 �� 21850（4番人気）
馬単票数 計 176798 的中 �� 3738（9番人気）
ワイド票数 計 435716 的中 �� 18787（4番人気）�� 13398（6番人気）�� 25339（2番人気）
3連複票数 計 702145 的中 ��� 19373（2番人気）
3連単票数 計 721780 的中 ��� 2545（31番人気）

ハロンタイム 9．4―10．9―11．1―11．8―12．2―12．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．3―31．4―43．2―55．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サザンエルフ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2022．1．8 中山1着

2019．4．30生 牝3栗 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 4戦2勝 賞金 13，700，000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 メイム号

3200811月5日 晴 良 （4福島3） 第1日 第8競走 2，600�3歳以上1勝クラス
発走13時45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

815 ミステリーウェイ �4黒鹿 57
53 ★永島まなみ �社台レースホース小林 真也 千歳 社台ファーム B494＋ 82：39．8 3．5�

611 ネイチャーシップ 牡4芦 57 丸山 元気 �サザンホールディング 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 500－ 22：39．91 5．3�
510 ヴィルトブリーゼ 牝3栗 53 菊沢 一樹 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 442＋ 8 〃 クビ 5．5�
35 マイネルメサイア 牡3芦 55

53 △原 優介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 22：40．21� 12．2�

59 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＋ 82：40．3クビ 5．6	

714 キュンストラー 牝4芦 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松永 康利 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 396－162：40．72� 86．0

24 ディープクイーン 牝3鹿 53

50 ▲川端 海翼�コスモ・コスモ 武 英智 新ひだか 岡田牧場 B376± 02：40．8� 113．1�
48 カルトゥーシュ 牡3鹿 55 西村 淳也 �シルクレーシング 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 42：40．9クビ 8．0�
713 ショウナンパラボラ 牡3黒鹿 55

52 ▲鷲頭 虎太国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 高村牧場 422－ 8 〃 アタマ 51．2
12 � 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 424－ 62：41．43 91．2�
612 スノーハレーション 牝4芦 55 荻野 極�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 430＋ 82：41．61� 75．5�
47 アマネセール �6青鹿57 富田 暁 �シルクレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 488＋102：41．81� 37．7�
23 ワンダークローバー 牡4芦 57 藤懸 貴志山本 能成氏 森田 直行 浦河 高昭牧場 466－102：42．01� 73．1�
36 デルマラッキーガイ 牡5黒鹿 57

56 ☆角田 大和浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 474－ 6 〃 クビ 17．4�
11 � クラウンゼロ 牡4鹿 57 武藤 雅�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 510－ 22：43．38 111．0�
816 グ ロ ー 牡3鹿 55 秋山真一郎ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 464－ 62：44．25 21．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，578，600円 複勝： 38，858，600円 枠連： 9，415，100円
馬連： 35，958，100円 馬単： 15，945，100円 ワイド： 39，067，000円
3連複： 59，818，700円 3連単： 66，857，000円 計： 294，498，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 170円 � 190円 枠 連（6－8） 750円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 390円 �� 610円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 12，630円

票 数

単勝票数 計 285786 的中 � 64360（1番人気）
複勝票数 計 388586 的中 � 64998（1番人気）� 58380（3番人気）� 48704（4番人気）
枠連票数 計 94151 的中 （6－8） 9643（2番人気）
馬連票数 計 359581 的中 �� 26629（1番人気）
馬単票数 計 159451 的中 �� 6282（2番人気）
ワイド票数 計 390670 的中 �� 27443（1番人気）�� 16106（6番人気）�� 13979（7番人気）
3連複票数 計 598187 的中 ��� 17452（4番人気）
3連単票数 計 668570 的中 ��� 3835（14番人気）

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

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�
13．0―24．0―35．6―47．4―1：00．3―1：13．0―1：25．8―1：38．5―1：50．9―2：02．8―2：14．9―2：26．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」 上り4F48．9―3F37．0
1
�
10，16－5，15－9－（8，11）（7，6）1（4，13）3，2（14，12）
10，5（16，11，15）（8，9）（7，6）（4，13）－（3，2）（14，12）－1

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

勝馬の
紹 介

ミステリーウェイ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 High Chaparral デビュー 2021．1．5 中京5着

2018．3．12生 �4黒鹿 母 ジプシーハイウェイ 母母 Rose Gypsy 18戦2勝 賞金 34，170，000円
〔制裁〕 ディープクイーン号の騎手川端海翼は，2周目3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：3番）



3200911月5日 晴 良 （4福島3） 第1日 第9競走 2，000�
つ ち ゆ お ん せ ん

土 湯 温 泉 特 別
発走14時15分 （芝・右）

牝，3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

59 アレグロモデラート 牝3黒鹿53 富田 暁 �グリーンファーム武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 484＋142：01．3 4．0�
35 セ ル ケ ト 牝3鹿 53 西村 淳也吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 アタマ 2．4�
713 エレフセリア 牝4黒鹿55 武藤 雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 448± 02：01．61� 44．7�
11 スタティスティクス 牝3黒鹿53 小沢 大仁 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 442＋ 82：01．7アタマ 9．3�
23 エコルフリューゲル 牝3栗 53 丸山 元気鈴木 昌樹氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 470＋ 6 〃 � 3．9	
611� 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 466＋ 62：01．8アタマ 52．8

46 オウケンムーンアイ 牝3鹿 53 横山 琉人福井 明氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム B426－ 22：02．01� 59．8�
47 � フォーチュンリング 牝7鹿 55 黛 弘人岡田 壮史氏 嘉藤 貴行 安平 ノーザンファーム 466＋ 8 〃 アタマ 22．8�
712 ヤマカツパトリシア 牝5青 55 柴山 雄一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 468－12 〃 ハナ 120．6
815� マックスブロケイド 牝6鹿 55 松本 大輝田所 英子氏 笹田 和秀 新冠 高橋 忍 432－ 82：02．1アタマ 302．0�
22 タイニープライド 牝3鹿 53 川又 賢治富永 剛氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム B428－ 8 〃 クビ 71．0�
34 フルートフルデイズ 牝5黒鹿55 丸田 恭介飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 466－ 22：02．31 262．5�
58 サトノゼノビア 牝3鹿 53 荻野 極里見 治氏 国枝 栄 安平 追分ファーム B474＋ 22：02．62 14．1�
814 ウインメイユール 牝4鹿 55 原 優介�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 424－ 4 〃 クビ 63．2�
610� アーティフィス 牝4黒鹿55 永島まなみルシミエント 小崎 憲 新ひだか 下屋敷牧場 476－102：09．0大差 88．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，357，700円 複勝： 39，158，000円 枠連： 9，016，800円
馬連： 40，492，900円 馬単： 18，888，000円 ワイド： 39，057，200円
3連複： 66，132，700円 3連単： 78，731，500円 計： 323，834，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 140円 � 580円 枠 連（3－5） 500円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 310円 �� 2，350円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 5，520円 3 連 単 ��� 22，110円

票 数

単勝票数 計 323577 的中 � 63527（3番人気）
複勝票数 計 391580 的中 � 52087（3番人気）� 92882（1番人気）� 12368（7番人気）
枠連票数 計 90168 的中 （3－5） 13823（1番人気）
馬連票数 計 404929 的中 �� 47619（2番人気）
馬単票数 計 188880 的中 �� 9482（6番人気）
ワイド票数 計 390572 的中 �� 37647（2番人気）�� 3879（23番人気）�� 7803（13番人気）
3連複票数 計 661327 的中 ��� 8978（14番人気）
3連単票数 計 787315 的中 ��� 2581（60番人気）

ハロンタイム 12．0―11．3―11．7―12．9―13．0―12．1―11．9―12．4―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―23．3―35．0―47．9―1：00．9―1：13．0―1：24．9―1：37．3―1：49．1

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

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

勝馬の
紹 介

アレグロモデラート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2021．10．31 東京6着

2019．5．7生 牝3黒鹿 母 ナスノシベリウス 母母 Cradlesong 5戦2勝 賞金 19，083，000円
〔制裁〕 スタティスティクス号の騎手小沢大仁は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・3番・14番）
〔その他〕 アーティフィス号は，3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。

3201011月5日 晴 良 （4福島3） 第1日 第10競走 ��1，200�
い い ざ か お ん せ ん

飯 坂 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56�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 532，000円 152，000円 76，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：05．8

良
良

510 ヨシノイースター 牡4黒鹿57 富田 暁清水 義德氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー
クスタツド 478＋ 61：08．7 3．6�

816� オリンピックデイ 牡4鹿 57 西村 淳也馬場 幸夫氏 西村 真幸 米 Fred W.
Hertrich III 506＋ 81：08．8� 12．3�

12 � ポルタフォルトゥナ 牝3鹿 54 丸山 元気酒井 孝敏氏 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 2 〃 � 63．7�
714 ブランデーロック 牡3栗 56 柴田 善臣新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 466＋ 21：09．01	 8．1�
59 ダレモトメラレナイ 牝3鹿 54 荻野 極�GET NEXT 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 474－ 61：09．1クビ 29．3�
612 ゼロドラゴン 牝3黒鹿54 角田 大和	桑田牧場 寺島 良 浦河 桑田牧場 446＋101：09．31	 39．5

23 トリップトゥムーン 牡3黒鹿56 横山 琉人岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか ヒサイファーム 452± 01：09．51� 8．7�
611 ク レ ド 牡3黒鹿56 小沢 大仁 �カナヤマホール

ディングス 田中 克典 新ひだか 平野牧場 430＋ 21：09．6クビ 24．6�
35 ネイキッドハート 牝3青鹿54 秋山真一郎スリースターズレーシング 辻 哲英 新ひだか 平野牧場 422＋ 21：09．81� 47．9
36 � バーニーフォールズ 牝3鹿 54 松本 大輝ゴドルフィン 加藤 征弘 愛 Tom & Ger-

aldine Molan 438－ 61：09．9
 13．2�
815� ダイシンユノ 牝5黒鹿55 嶋田 純次大八木信行氏 戸田 博文 日高 中原牧場 438＋ 61：10．0クビ 108．2�
24 � ファイティング �5栗 57 岩部 純二田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 笹島 政信 486－10 〃 クビ 128．6�
11 フィルムスコア 牝4黒鹿55 藤懸 貴志水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 456± 01：10．1� 5．7�
48 アイムファイン 牝3鹿 54 藤田菜七子	ミルファーム 奥平 雅士 日高 門別山際牧場 400－ 2 〃 ハナ 69．2�
713 スクリーンショット 牝3栗 54 武藤 雅小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 494－ 21：10．31	 4．2�
47 �� マイサンライズ 牝4黒鹿55 柴山 雄一	和田牧場 和田正一郎 米

Chad Austin
Reed & Hill ’n’
Dale Farms

504－ 61：10．51	 201．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，675，200円 複勝： 54，828，800円 枠連： 15，406，300円
馬連： 67，923，600円 馬単： 25，471，700円 ワイド： 64，015，600円
3連複： 103，867，700円 3連単： 109，202，200円 計： 476，391，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 320円 � 1，100円 枠 連（5－8） 2，190円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 970円 �� 3，200円 �� 10，310円

3 連 複 ��� 54，590円 3 連 単 ��� 197，430円

票 数

単勝票数 計 356752 的中 � 78936（1番人気）
複勝票数 計 548288 的中 � 104410（1番人気）� 42609（6番人気）� 10152（12番人気）
枠連票数 計 154063 的中 （5－8） 5430（11番人気）
馬連票数 計 679236 的中 �� 20882（8番人気）
馬単票数 計 254717 的中 �� 4772（12番人気）
ワイド票数 計 640156 的中 �� 17768（11番人気）�� 5082（33番人気）�� 1554（69番人気）
3連複票数 計1038677 的中 ��� 1427（136番人気）
3連単票数 計1092022 的中 ��� 401（571番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．1―11．7―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．7―45．4―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨシノイースター �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．10．17 京都9着

2018．3．28生 牡4黒鹿 母 アースプレイ 母母 ミスイースター 14戦2勝 賞金 29，218，000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。
（非当選馬） 1頭 レッツリブオン号



3201111月5日 晴 良 （4福島3） 第1日 第11競走 ��
��1，700�河 北 新 報 杯

発走15時25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

河北新報社社長賞（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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

22 � ラヴィータエベラ 牡5黒鹿57 西村 淳也平井 裕氏 田中 克典 日高 白井牧場 504－141：45．2 4．4�
23 プリーチトヤーン 牝3鹿 53 横山 琉人髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 474± 01：45．51	 8．9�
814 サラフィエル 牡3栗 55 菊沢 一樹木部 厳生氏 鈴木慎太郎 日高 木部ファーム B442－ 2 〃 ハナ 5．1�
815 ペイシャオウユー 牝4栗 55 黛 弘人北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか グランド牧場 470＋ 21：45．71
 27．3�
46 ミッキーヌチバナ 牡4鹿 57 小沢 大仁野田みづき氏 高橋 亮 安平 追分ファーム 522－14 〃 ハナ 10．7�
58 サヴァビアン 牡4栗 57 丸山 元気岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 426－ 4 〃 ハナ 37．7�
611 トーアシオン �6栗 57 秋山真一郎高山ランド	 辻 哲英 豊浦トーア牧場 482－ 4 〃 クビ 15．4

35 � ブルーカルセドニー 牝4鹿 55 松本 大輝 KRジャパン 小野 次郎 新冠 村上 欽哉 B442± 0 〃 ハナ 20．0�
34 レッドラパルマ 牡3鹿 55 荻野 極 	東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 476－ 41：46．01
 3．8�
59 メデタシメデタシ 牝5鹿 55 富田 暁堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 458－ 61：46．31	 105．5
47 タイトロープウィン 牝6栗 55 武藤 雅浅田 次郎氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 B444－ 2 〃 
 66．6�
610� リュウグウハヤブサ 牡5鹿 57 柴田 善臣深澤 朝房氏 伊坂 重信 洞�湖 レイクヴィラファーム B492－ 31：46．5	 28．4�
713 ペプチドオリバー �6栗 57 佐々木大輔沼川 一彦氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 472－ 41：46．92
 252．8�
712 スクリーンプロセス �4青鹿57 角田 大和 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 532－ 41：47．21	 26．6�
11 ティアップリオン 牡4芦 57 丸田 恭介田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 478＋ 81：47．41
 11．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，495，800円 複勝： 72，952，800円 枠連： 30，662，300円
馬連： 137，872，100円 馬単： 47，653，100円 ワイド： 101，225，400円
3連複： 231，562，100円 3連単： 240，242，500円 計： 911，666，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 280円 � 170円 枠 連（2－2） 2，110円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 890円 �� 630円 �� 960円

3 連 複 ��� 4，320円 3 連 単 ��� 25，960円

票 数

単勝票数 計 494958 的中 � 88841（2番人気）
複勝票数 計 729528 的中 � 96592（3番人気）� 58577（5番人気）� 123000（2番人気）
枠連票数 計 306623 的中 （2－2） 11227（10番人気）
馬連票数 計1378721 的中 �� 48283（7番人気）
馬単票数 計 476531 的中 �� 9164（11番人気）
ワイド票数 計1012254 的中 �� 28729（8番人気）�� 42204（3番人気）�� 26756（10番人気）
3連複票数 計2315621 的中 ��� 40172（8番人気）
3連単票数 計2402425 的中 ��� 6709（54番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―12．0―12．5―12．8―12．4―12．3―12．1―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―30．2―42．7―55．5―1：07．9―1：20．2―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ラヴィータエベラ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 マンハッタンカフェ

2017．4．29生 牡5黒鹿 母 フェリーチェレガロ 母母 チャッターリップス 8戦2勝 賞金 39，470，000円
地方デビュー 2020．10．14 門別

3201211月5日 晴 良 （4福島3） 第1日 第12競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時00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

24 メ ル ヴ ィ ル 牝3鹿 54
53 ☆角田 大和 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B428－ 81：09．1 2．8�

47 トータルリコール 牡3鹿 56 柴田 善臣山本又一郎氏 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 470＋ 4 〃 クビ 10．7�
611 アドマイヤラヴィ 牝3鹿 54 西村 淳也近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468－ 41：09．31� 3．8�
48 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 510＋ 4 〃 ハナ 25．0�
35 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 456－ 21：09．4クビ 52．1	
36 グレイトミッション 牝4栗 55

52 ▲佐々木大輔 XIAOジャパン 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 B454－121：09．5� 34．9

714 グランチェイサー �5黒鹿57 黛 弘人落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 452＋ 61：09．7� 71．4�
816 ニシノリース 牝4黒鹿55 丸山 元気西山 茂行氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 436＋ 2 〃 アタマ 28．8�
23 ローズブルーム 牝3栗 54 丸田 恭介�ミルファーム 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 448－ 41：09．8� 54．8
510� シアープレジャー 牝5鹿 55

53 △横山 琉人岡田 牧雄氏 嘉藤 貴行 新ひだか 岡田スタツド 434－ 6 〃 クビ 144．2�
11 メルテッドハニー 牝5黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 村田牧場 404＋ 21：10．01� 55．7�
59 キタサンユーダイ 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ�大野商事 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 484－ 41：10．1� 7．4�
713� モラトリアム 牝4鹿 55

54 ☆泉谷 楓真安藤 晋平氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 448－ 21：10．41� 26．9�
612 ナリタローゼ 牝4青鹿 55

54 ☆小沢 大仁�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム B478＋ 21：10．5� 6．6�
815 バーグチャン 牝3黒鹿54 荻野 極戸佐 眞弓氏 杉山 佳明 日高 白瀬 盛雄 418＋ 21：11．99 192．9�
12 キトゥンズマーチ 牝4鹿 55 秋山真一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 いとう牧場 B458－ 61：14．2大差 27．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 62，301，300円 複勝： 72，953，900円 枠連： 21，040，000円
馬連： 87，868，100円 馬単： 35，536，500円 ワイド： 84，009，000円
3連複： 142，459，400円 3連単： 158，842，900円 計： 665，011，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 290円 � 160円 枠 連（2－4） 1，510円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 900円 �� 310円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 14，040円

票 数

単勝票数 計 623013 的中 � 177027（1番人気）
複勝票数 計 729539 的中 � 164365（1番人気）� 49173（5番人気）� 125452（2番人気）
枠連票数 計 210400 的中 （2－4） 10788（6番人気）
馬連票数 計 878681 的中 �� 26664（8番人気）
馬単票数 計 355365 的中 �� 7239（10番人気）
ワイド票数 計 840090 的中 �� 22423（8番人気）�� 77930（1番人気）�� 25472（7番人気）
3連複票数 計1424594 的中 ��� 35985（4番人気）
3連単票数 計1588429 的中 ��� 8197（19番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．2―11．6―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．1―45．7―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メ ル ヴ ィ ル �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2021．9．4 小倉12着

2019．2．7生 牝3鹿 母 アブソルートリー 母母 Catshaan 9戦2勝 賞金 23，770，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キトゥンズマーチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月5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 クリノハニー号・ダイリュウブラック号



（4福島3）第1日 11月5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 174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

203，340，000円
3，020，000円
18，870，000円
1，870，000円
25，420，000円
76，235，000円
6，083，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
412，649，500円
521，514，100円
142，442，900円
634，180，900円
261，995，900円
589，640，000円
1，028，307，000円
1，128，734，400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 4，719，464，700円

総入場人員 6，902名 （有料入場人員 6，583名）
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