
3201311月6日 晴 良 （4福島3） 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 5，200，000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

55 コスモバラタ 牡2青鹿 55
53 △原 優介 �ビッグレッドファーム 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 61：49．5 2．1�

810 ミスターキング 牡2鹿 55 丸山 元気田畑 利彦氏 森田 直行 新ひだか ヒサイファーム 478－ 4 〃 ハナ 4．0�
66 サンタモニカビーチ 牡2芦 55 斎藤 新ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 木戸口牧場 526＋ 21：49．92� 10．0�
33 トロルトゥンガ 牡2鹿 55

52 ▲佐々木大輔ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 武 牧場 B492＋ 41：50．11 37．5�
79 スタンプブック 牡2鹿 55 西村 淳也橋詰 弘一氏 加藤士津八 浦河 高松牧場 470＋ 8 〃 ハナ 4．9	
67 エルクリード 牡2鹿 55

51 ★永島まなみ�磯波勇F 武井 亮 日高 天羽 禮治 484－ 61：50．41� 66．4

22 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 434＋ 41：50．6� 59．6�
44 カゼノハクシュウ 牡2芦 55

53 △小林 凌大深井 孟氏 上原 博之 日高 U・M・A B452＋ 61：51．34 12．0�
11 トータルプラン 牡2栗 55 勝浦 正樹福田 光博氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 472＋121：52．47 39．6
78 ウインエルフリーデ 牝2青鹿54 菊沢 一樹�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 448± 01：53．25 130．4�
811 ケンブレンデント 牝2鹿 54

53 ☆角田 大和中西 宏彰氏 大根田裕之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456＋ 21：56．8大差 100．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，186，300円 複勝： 29，421，900円 枠連： 8，816，800円
馬連： 36，711，500円 馬単： 20，163，400円 ワイド： 33，503，500円
3連複： 57，435，300円 3連単： 84，179，100円 計： 300，417，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 150円 � 190円 枠 連（5－8） 320円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 220円 �� 310円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 3，450円

票 数

単勝票数 計 301863 的中 � 115757（1番人気）
複勝票数 計 294219 的中 � 117550（1番人気）� 41234（3番人気）� 24645（4番人気）
枠連票数 計 88168 的中 （5－8） 21029（1番人気）
馬連票数 計 367115 的中 �� 66074（2番人気）
馬単票数 計 201634 的中 �� 20757（2番人気）
ワイド票数 計 335035 的中 �� 43606（2番人気）�� 26864（3番人気）�� 12912（7番人気）
3連複票数 計 574353 的中 ��� 33508（3番人気）
3連単票数 計 841791 的中 ��� 17650（7番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―12．0―12．9―12．8―12．2―13．5―14．1―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―30．2―43．1―55．9―1：08．1―1：21．6―1：35．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモバラタ �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2022．8．6 新潟3着

2020．4．1生 牡2青鹿 母 クアルティエーレ 母母 オスティエンセ 5戦1勝 賞金 10，400，000円
〔制裁〕 スタンプブック号の騎手西村淳也は，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：5番）

サンタモニカビーチ号の騎手斎藤新は，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：4番）
ミスターキング号の騎手丸山元気は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
コスモバラタ号の騎手原優介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
コスモバラタ号の騎手原優介は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケンブレンデント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月6日まで平地競
走に出走できない。

※ケンブレンデント号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3201411月6日 晴 良 （4福島3） 第2日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時20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

23 ミルトクレイモー 牡2鹿 55
51 ★永島まなみ永山 勝敏氏 中村 直也 浦河 大北牧場 502＋121：09．1 1．9�

24 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 484＋ 61：09．52� 3．6�

611 イースターエッグ 牝2鹿 54
51 ▲水沼 元輝 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 432＋101：10．03 8．2�

11 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 410＋ 81：10．74 14．7�
12 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 438＋201：11．02 225．0�
816 トウロウノオノ 牝2鹿 54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 432＋ 41：11．31� 52．1	
510 スターオブデイズ 牝2鹿 54 丸山 元気光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 412－ 21：11．51� 183．7

815 アナザームーン 牡2黒鹿55 柴田 善臣吉田 好雄氏 水野 貴広 新冠 山岡牧場 458＋10 〃 � 61．4�
47 マリノルルワ 牝2栗 54

51 ▲土田 真翔矢野 雅子氏 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 390＋ 2 〃 ハナ 87．5�
612 メイショウウナバラ 牡2栗 55

54 ☆亀田 温心松本 好雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田牧場 432＋101：11．6クビ 154．2
48 フルコンタクト 牡2鹿 55

54 ☆角田 大和安原 浩司氏 角田 晃一 浦河 中神牧場 480＋341：11．81� 111．5�
35 ナックブライアン 牡2鹿 55 武藤 雅小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新冠 大栄牧場 466＋ 41：11．9� 80．8�
36 ペイシャコリン 牝2鹿 54

52 △原 優介北所 直人氏 伊藤 伸一 新冠 隆栄牧場 464－ 41：12．0クビ 27．0�
714� エコロディアナ 牝2黒鹿 54

53 ☆松本 大輝原村 正紀氏 森 秀行 米 Breed
First LLC 466＋ 61：12．1クビ 14．6�

713 ニシノギドラー 牡2黒鹿 55
53 ◇藤田菜七子西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 前田ファーム 420± 01：12．31� 191．6�

59 ヤマカツリン 牝2黒鹿 54
51 ▲鷲頭 虎太山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 446－101：12．51� 265．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，914，900円 複勝： 31，985，800円 枠連： 14，866，000円
馬連： 42，491，300円 馬単： 21，232，600円 ワイド： 39，882，100円
3連複： 72，498，100円 3連単： 87，822，200円 計： 342，693，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 170円 枠 連（2－2） 330円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 160円 �� 320円 �� 390円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 1，510円

票 数

単勝票数 計 319149 的中 � 141401（1番人気）
複勝票数 計 319858 的中 � 103503（1番人気）� 67526（2番人気）� 33671（3番人気）
枠連票数 計 148660 的中 （2－2） 34001（1番人気）
馬連票数 計 424913 的中 �� 144197（1番人気）
馬単票数 計 212326 的中 �� 41244（1番人気）
ワイド票数 計 398821 的中 �� 82962（1番人気）�� 27375（2番人気）�� 21572（3番人気）
3連複票数 計 724981 的中 ��� 92084（1番人気）
3連単票数 計 878222 的中 ��� 42114（1番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―10．8―11．4―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．5―44．9―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミルトクレイモー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．8．20 札幌3着

2020．3．16生 牡2鹿 母 ウートゥルメール 母母 フェルメールブルー 4戦1勝 賞金 9，100，000円
〔発走状況〕 ヤマカツリン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

マリノルルワ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノギドラー号・ヤマカツリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月6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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 オコジュ号・キリシマラッキー号・ケンブレンデント号・シャコンヌ号・プレジャークルーズ号

第３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6日 晴 良 （4福島3） 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）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

611 スマートムーラン 牝3黒鹿53 秋山真一郎大川 徹氏 大久保龍志 日高 株式会社ス
マート 452－ 41：45．4 4．7�

22 タマモバンケット 牝3芦 53 菊沢 一樹タマモ� 菊沢 隆徳 新ひだか 前田牧場 484＋ 41：45．5� 12．0�
23 エ ナ ハ ツ ホ 牝3栗 53 藤懸 貴志宮原 廣伸氏 吉田 直弘 新冠 大狩部牧場 446＋ 21：45．6クビ 9．2�
712 ヴィブラフォン 牝3栗 53 武藤 雅吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 446＋101：46．34 6．8�
814 ワイルドベティ 牝3鹿 53

52 ☆松本 大輝吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 420± 01：46．61� 22．4�
35 ベ ル カ ノ ア 牝3栗 53

51 △小林 脩斗子安 裕樹氏 武藤 善則 平取 清水牧場 462－ 61：46．71 4．6	
59 ア レ マ ー ナ 牝3鹿 53

52 ☆角田 大和 
キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：46．91� 5．2�
58 ラ ー ト リ ー 牝3栗 53 柴田 善臣 �京都ホースレーシング 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 452＋141：47．11 11．2�
47 フ ェ ッ テ 牝3栗 53

51 △原 優介�G1レーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム B484± 01：47．2� 214．6
815 ル チ ア 牝3鹿 53

51 △横山 琉人�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 502＋101：47．3クビ 26．5�

11 シ ェ ー ン 牝5芦 55
51 ★永島まなみ�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 41：47．4� 48．3�
34 � パリスデージー 牝5黒鹿55 斎藤 新松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 安平 ノーザンファーム 446＋121：47．5クビ 39．8�
46 ラ ジ エ ル 牝3鹿 53 丸山 元気 
シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 444＋ 6 〃 クビ 15．5�
610� アイファーラクーン 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子中島 稔氏 根本 康広 日高 株式会社
アースファーム 440＋ 41：47．7� 185．4�

713 キョウエイゾロ 牝3黒鹿 53
51 △小林 凌大田中 晴夫氏 伊坂 重信 新冠 長浜 忠 458－ 41：49．310 233．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，594，500円 複勝： 50，592，600円 枠連： 10，514，700円
馬連： 50，041，700円 馬単： 20，556，100円 ワイド： 53，249，800円
3連複： 86，586，700円 3連単： 80，552，200円 計： 384，688，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 480円 � 330円 枠 連（2－6） 1，540円

馬 連 �� 3，280円 馬 単 �� 5，470円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 940円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 10，560円 3 連 単 ��� 53，920円

票 数

単勝票数 計 325945 的中 � 55166（2番人気）
複勝票数 計 505926 的中 � 83694（2番人気）� 23872（8番人気）� 37983（5番人気）
枠連票数 計 105147 的中 （2－6） 5275（6番人気）
馬連票数 計 500417 的中 �� 11815（12番人気）
馬単票数 計 205561 的中 �� 2814（19番人気）
ワイド票数 計 532498 的中 �� 12077（13番人気）�� 14829（8番人気）�� 6454（27番人気）
3連複票数 計 865867 的中 ��� 6145（37番人気）
3連単票数 計 805522 的中 ��� 1083（197番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―30．1―42．4―54．9―1：07．1―1：19．6―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートムーラン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．10．30 東京7着

2019．4．12生 牝3黒鹿 母 ルビーレジェンド 母母 ル ビ ア 9戦2勝 賞金 16，180，000円
〔制裁〕 エナハツホ号の騎手藤懸貴志は，3コーナーから4コーナーにかけての御法（鞭の使用）について過怠金10，000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 グレースブロード号

3201611月6日 晴 良 （4福島3） 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

811 タマモワカムシャ �3鹿 58
56 ▲小牧加矢太タマモ� 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 470＋ 23：01．9 3．7�

11 ジャディード 牡7黒鹿60 石神 深一丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 448－ 63：02．21� 2．3�
33 ミッキーセサミ 牡4青鹿60 草野 太郎野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 480＋ 23：02．4� 9．5�
44 リーブルミノル 牡4栗 60 森 一馬吉岡 實氏 本田 優 洞�湖 レイクヴィラファーム 480＋ 23：02．5� 30．7�
68 グリニッチヴィレジ 牝9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 458＋123：02．82 105．3�
55 グレンガリー �7鹿 60 蓑島 靖典吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 448＋ 83：03．86 5．6	
56 クリノヴィーナス 牝3芦 56 難波 剛健栗本 博晴氏 橋田 満 様似 堀 弘康 464＋ 23：06．2大差 143．3

812 ヨコスカダンディー 牡6栗 60 小野寺祐太 �高木競走馬育成牧場 清水 英克 新冠 浜口牧場 B470＋ 43：06．51� 118．3�
710 ザ ヴ ォ ー グ 牡3栗 58 中村 将之 �静内白井牧場 加用 正 新ひだか 静内白井牧場 514± 03：08．5大差 28．0
22 ホウオウアクセル 牡6栗 60 西谷 誠小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 6 （競走中止） 25．2�
67 ファイナルマズル 牡6鹿 60 五十嵐雄祐 �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 B466－ 2 （競走中止） 8．4�
79 ダイシンインディー 牡6栗 60 上野 翔大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 550＋ 6 （競走中止） 47．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，126，000円 複勝： 24，159，900円 枠連： 6，727，200円
馬連： 28，772，600円 馬単： 17，153，900円 ワイド： 27，579，600円
3連複： 59，088，400円 3連単： 74，811，600円 計： 261，419，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 110円 � 220円 枠 連（1－8） 510円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 230円 �� 650円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 5，110円

票 数

単勝票数 計 231260 的中 � 48793（2番人気）
複勝票数 計 241599 的中 � 42164（2番人気）� 83836（1番人気）� 18320（5番人気）
枠連票数 計 67272 的中 （1－8） 10036（1番人気）
馬連票数 計 287726 的中 �� 42846（1番人気）
馬単票数 計 171539 的中 �� 12422（2番人気）
ワイド票数 計 275796 的中 �� 34761（1番人気）�� 9600（8番人気）�� 17859（4番人気）
3連複票数 計 590884 的中 ��� 33060（4番人気）
3連単票数 計 748116 的中 ��� 10603（9番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 51．7－3F 38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→	→�」
1
�
・（5，10）－（12，8）－（11，3）1（9，4）－6－7＝2・（5，8，11）（1，3）－12－10，4－9，6＝2

2
�

・（5，10）（12，8）（11，3）（1，4）－9，6＝7＝2・（8，11）（5，1）3－4＝12＝（10，6）＝9＝2
勝馬の
紹 介

タマモワカムシャ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2021．9．18 中京8着

2019．4．13生 �3鹿 母 ヒトリムスメ 母母 フローズンフランシーヌ 障害：2戦1勝 賞金 9，100，000円
〔競走中止〕 ファイナルマズル号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため5号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

ダイシンインディー号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。
ホウオウアクセル号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。



3201711月6日 晴 良 （4福島3） 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

713 ト ラ ベ ロ グ 牝2栗 54 丸山 元気�下河辺牧場 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 472 ―1：10．5 2．7�
35 ユカリプレリュード 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 496 ―1：10．61 12．0�
47 シンデレラスマイル 牝2鹿 54 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか へいはた牧場 430 ―1：10．7� 8．0�

（アポロホーパス）

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 406 ―1：11．33� 58．4�

36 フォーバーズ 牝2鹿 54
53 ☆松本 大輝小原準一郎氏 田島 俊明 新ひだか 坂本 智広 414 ― 〃 クビ 52．4�

11 � ラピッドクイーン 牝2鹿 54 西村 淳也福盛 訓之氏 高橋 義忠 愛 Pier House Stud
& Martinstown 440 ―1：11．4� 4．1	

24 ダークンストーミー 牡2黒鹿 55
53 △横山 琉人荒井 眞澄氏 小笠 倫弘 浦河 上山牧場 448 ― 〃 クビ 12．8


816 グローブフェイム 牝2黒鹿54 岩部 純二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 446 ―1：11．6� 49．9�

714 イ ノ 牝2鹿 54
50 ★永島まなみ �ビッグレッドファーム 村田 一誠 新冠 ビッグレッドファーム 376 ―1：11．71 32．3

815 ペイシャキネマ 牝2栗 54
53 ☆泉谷 楓真北所 直人氏 伊藤 伸一 新冠 隆栄牧場 414 ― 〃 クビ 48．6�

611 ベリーアーリー 牝2青鹿 54
51 ▲土田 真翔阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 402 ―1：11．8クビ 90．8�

12 ドラヴァイト 牡2鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 458 ― 〃 クビ 45．9�
510 レッドカメリア 牝2黒鹿 54

51 ▲水沼 元輝�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか 加野牧場 432 ― 〃 クビ 161．8�
612 ウィズアウト 牝2鹿 54 勝浦 正樹石井 輝昭氏 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 436 ―1：11．9� 8．5�
59 ル ド ヴ ィ カ 牝2黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 元茂 修一 470 ―1：14．3大差 162．4�
23 ネコニナリタイ 牝2芦 54

52 △小林 凌大檜森 高史氏 土田 稔 日高 前野牧場 408 ― （競走中止） 35．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，333，800円 複勝： 32，821，700円 枠連： 10，118，300円
馬連： 36，820，500円 馬単： 18，450，400円 ワイド： 38，200，900円
3連複： 61，422，700円 3連単： 64，281，600円 計： 295，449，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 270円 � 200円 枠 連（3－7） 1，210円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 690円 �� 480円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 16，520円

票 数

単勝票数 計 333338 的中 � 100297（1番人気）
複勝票数 計 328217 的中 � 88670（1番人気）� 23836（5番人気）� 38856（3番人気）
枠連票数 計 101183 的中 （3－7） 6476（5番人気）
馬連票数 計 368205 的中 �� 16368（6番人気）
馬単票数 計 184504 的中 �� 4872（7番人気）
ワイド票数 計 382009 的中 �� 14075（6番人気）�� 21479（2番人気）�� 8039（11番人気）
3連複票数 計 614227 的中 ��� 11389（7番人気）
3連単票数 計 642816 的中 ��� 2821（31番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―12．2―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．4―46．6―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト ラ ベ ロ グ �
�
父 グレーターロンドン �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2020．4．26生 牝2栗 母 フ ィ リ ス 母母 フィラストリート 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ネコニナリタイ号は，3コーナーで内側に逃避して内柵に接触し，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 トラベログ号の騎手丸山元気は，4コーナーで蛇行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番・12番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ネコニナリタイ号は，令和4年11月7日から令和4年11月27日まで出走停止。停止期間の満了後に

平地調教再審査。
〔その他〕 ネコニナリタイ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ネコニナリタイ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年12月6日まで出走できない。
※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） 4頭 シティオブヨーク号・テーオービスケット号・ユナヴィール号・レオパルツェ号

3201811月6日 晴 良 （4福島3） 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 5，200，000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

47 マ イ レ ー ヌ 牝2青鹿54 斎藤 新小関 昭次氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 494－ 61：49．9 3．9�
510 エ リ ダ ヌ ス 牝2栗 54

53 ☆角田 大和 �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＋ 21：50．11� 2．6�
59 デルマオシダシ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 470－ 21：50．41� 10．2�
713 シンキングサベージ 牡2鹿 55

52 ▲西塚 洸二佐藤 雄司氏 鹿戸 雄一 新冠 浜口牧場 504＋14 〃 アタマ 8．6�
48 スマイリングデイズ 牝2栗 54

52 △横山 琉人�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 458± 01：50．72 25．8	
714 サンライズサラー 牡2黒鹿55 西村 淳也�ライフハウス 庄野 靖志 新冠 秋田牧場 444＋ 21：50．8クビ 5．2

36 キタノマルティス 牝2栗 54

52 △小林 脩斗北所 直人氏 粕谷 昌央 新ひだか 斉藤スタッド 430＋10 〃 クビ 167．9�
35 サ ッ チ モ 牝2黒鹿54 秋山真一郎�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 398－ 8 〃 クビ 45．2�
612 エナジーポコアポコ 牡2青鹿 55

54 ☆松本 大輝 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 454－ 61：51．11� 66．5
23 ヤマニンファシオ 牡2鹿 55

53 ◇藤田菜七子土井 肇氏 村田 一誠 浦河 廣田 光夫 B452± 0 〃 クビ 77．2�
24 イ チ ズ 牝2鹿 54

51 ▲佐々木大輔丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 410－101：51．21 175．3�
11 ウイントルヴェール 牡2青 55

53 △原 優介�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 426＋ 2 〃 ハナ 119．6�
816 ファームフレッシュ 牝2黒鹿54 伊藤 工真ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋ 61：51．3クビ 88．4�
611 セクシーコマンドー 牡2鹿 55 丸山 元気山口 裕介氏 鈴木慎太郎 新冠 ヒカル牧場 458± 01：51．72� 33．8�
12 ハ ン モ ッ ク 牡2黒鹿 55

53 △小林 凌大 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 41：53．19 260．9�
815 ラディーヴァ 牝2芦 54 菊沢 一樹小林竜太郎氏 武市 康男 新ひだか へいはた牧場 460＋161：54．05 214．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，569，400円 複勝： 35，522，600円 枠連： 9，529，500円
馬連： 39，437，700円 馬単： 17，102，000円 ワイド： 38，769，800円
3連複： 65，346，700円 3連単： 69，666，000円 計： 306，943，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 130円 � 220円 枠 連（4－5） 390円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 240円 �� 630円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 5，100円

票 数

単勝票数 計 315694 的中 � 66778（2番人気）
複勝票数 計 355226 的中 � 71627（2番人気）� 81928（1番人気）� 31275（5番人気）
枠連票数 計 95295 的中 （4－5） 18851（1番人気）
馬連票数 計 394377 的中 �� 72811（1番人気）
馬単票数 計 171020 的中 �� 13575（2番人気）
ワイド票数 計 387698 的中 �� 47085（1番人気）�� 14208（8番人気）�� 18146（6番人気）
3連複票数 計 653467 的中 ��� 47597（2番人気）
3連単票数 計 696660 的中 ��� 9894（7番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―12．2―12．6―12．7―12．0―12．1―11．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．3―35．5―48．1―1：00．8―1：12．8―1：24．9―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マ イ レ ー ヌ �
�
父 ロ ゴ タ イ プ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2022．7．3 福島3着

2020．3．16生 牝2青鹿 母 ユキノクイーン 母母 ラスターゲイン 5戦1勝 賞金 11，180，000円
〔制裁〕 シンキングサベージ号の騎手西塚洸二は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・1番）

エリダヌス号の騎手角田大和は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・1番）
〔その他〕 ラディーヴァ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ウインラフィネ号



3201911月6日 晴 良 （4福島3） 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 7，700，000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

34 � ナ サ 牝4黒鹿 55
54 ☆亀田 温心杉浦 和也氏 藤沢 則雄 日高 アイズスタッド株式会社 462－ 41：08．5 5．8�

11 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 480± 01：08．92 6．9�

610� エ コ ロ ワ カ 牝4黒鹿 55
54 ☆松本 大輝原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 松田牧場 B458－ 2 〃 ハナ 66．6�

47 � 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－ 6 〃 ハナ 47．4�
712 ワンエルメス 牝3栗 54

51 ▲佐々木大輔嶋田 賢氏 大和田 成 日高 門別牧場 466＋20 〃 ハナ 85．4�
611 ルプランドル 牝3栗 54 武藤 雅 KAJIMOTOホー

ルディングス� 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 466－ 21：09．0� 3．5	
22 サノノヒーロー �4青 57

54 ▲土田 真翔佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 474－ 41：09．1クビ 16．6

46 ヤンチャプリヒメ 牝6鹿 55

53 △小林 凌大田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム B452± 01：09．31� 72．3�
59 � ベッサラビア �5鹿 57 森 裕太朗森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 452－ 41：09．4クビ 166．0�
23 カップッチョ 牡5鹿 57

55 △小林 脩斗ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 478± 01：09．5� 55．1�
35 ハクサンセレーネ 牝3栗 54

50 ★永島まなみ河﨑 五市氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 426－101：09．6� 3．9�
713 プラウドルック 牝4鹿 55 西村 淳也吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B460＋141：09．7クビ 5．8�
815� クリノパイソン �4鹿 57

56 ☆秋山 稔樹栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 横井 哲 482＋ 21：09．8� 147．8�
58 エ ク ロ ー ル 牝3鹿 54 斎藤 新�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－ 4 〃 クビ 13．6�
814� クリノヴァニラ 牝4栗 55 藤懸 貴志栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 横井 哲 486＋ 21：10．0� 141．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，093，200円 複勝： 37，779，000円 枠連： 9，363，500円
馬連： 43，735，500円 馬単： 18，637，300円 ワイド： 40，463，600円
3連複： 64，969，200円 3連単： 75，027，600円 計： 323，068，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 240円 � 230円 � 950円 枠 連（1－3） 780円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 650円 �� 3，070円 �� 3，010円

3 連 複 ��� 16，440円 3 連 単 ��� 61，530円

票 数

単勝票数 計 330932 的中 � 45348（3番人気）
複勝票数 計 377790 的中 � 44500（4番人気）� 48457（3番人気）� 8426（10番人気）
枠連票数 計 93635 的中 （1－3） 9209（2番人気）
馬連票数 計 437355 的中 �� 27124（5番人気）
馬単票数 計 186373 的中 �� 4091（14番人気）
ワイド票数 計 404636 的中 �� 17113（6番人気）�� 3283（31番人気）�� 3354（29番人気）
3連複票数 計 649692 的中 ��� 2963（52番人気）
3連単票数 計 750276 的中 ��� 884（204番人気）

ハロンタイム 9．6―10．7―11．0―11．8―12．5―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．3―31．3―43．1―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ナ サ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 マンハッタンカフェ

2018．3．27生 牝4黒鹿 母 ダイヤモンドムーン 母母 レインボークイーン 17戦1勝 賞金 19，110，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

※出走取消馬 カイタロー号（疾病〔右後挫跖〕のため）
※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 マスケティアーズ号

3202011月6日 晴 良 （4福島3） 第2日 第8競走 2，000�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

713 ブルーロワイヤル �3鹿 55
54 ☆角田 大和 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B524＋162：00．7 6．8�

816 オメガデラックス �5黒鹿57 西村 淳也原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 440－ 22：01．01� 5．0�
59 テーオーソロス 牡4青鹿 57

56 ☆泉谷 楓真小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 アタマ 8．7�
611 ゲンパチムサシ 牡4鹿 57

55 △横山 琉人平野 武志氏 佐々木晶三 新ひだか 前田ファーム 510＋18 〃 ハナ 27．3�
11 グランドゴールド 牡3栗 55

53 △小林 凌大田畑 利彦氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 450＋ 22：01．1� 34．7�
23 ミッキーセレスタ 牡4黒鹿 57

54 ▲西塚 洸二野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 536＋ 82：01．2クビ 13．6	
36 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 480＋10 〃 クビ 13．5�

510 ラスマドレス 牝3黒鹿53 斎藤 新 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 452＋ 4 〃 クビ 2．5�
815 クールブリエ 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子 
ゴールドアップ・
カンパニー 笹田 和秀 新ひだか ゴールドアップカンパニー 458＋ 62：01．51� 105．1

48 トロワエスポワール 牡4鹿 57 武藤 雅村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 460± 02：01．71� 47．4�
47 ラピスデラビオス 牝4鹿 55

54 ☆松本 大輝名古屋友豊
 高野 友和 浦河 谷川牧場 438－ 62：01．8� 124．7�
12 クーファイザナミ 牝5鹿 55

51 ★永島まなみ大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 418± 02：02．01� 40．5�
612 スマートワン 牡4青鹿 57

54 ▲佐々木大輔橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 474－122：02．31� 15．5�
714 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 448－ 6 〃 クビ 60．5�
24 ヴァンシャンテ 牝3青鹿 53

51 △小林 脩斗河野 勇樹氏 武井 亮 新ひだか 斉藤スタッド B430＋ 82：02．82� 31．1�
35 キングスウェイ 牡3鹿 55

54 ☆秋山 稔樹江馬 由将氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 478－ 42：03．33 82．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，244，600円 複勝： 42，215，100円 枠連： 11，903，300円
馬連： 44，223，600円 馬単： 17，670，000円 ワイド： 47，391，900円
3連複： 72，100，000円 3連単： 72，226，800円 計： 338，975，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 180円 � 280円 枠 連（7－8） 1，470円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，300円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 6，660円 3 連 単 ��� 35，420円

票 数

単勝票数 計 312446 的中 � 36368（3番人気）
複勝票数 計 422151 的中 � 46714（3番人気）� 67427（2番人気）� 35709（5番人気）
枠連票数 計 119033 的中 （7－8） 6265（7番人気）
馬連票数 計 442236 的中 �� 14264（6番人気）
馬単票数 計 176700 的中 �� 3011（13番人気）
ワイド票数 計 473919 的中 �� 13757（8番人気）�� 9212（14番人気）�� 12193（9番人気）
3連複票数 計 721000 的中 ��� 8118（15番人気）
3連単票数 計 722268 的中 ��� 1478（92番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．6―12．5―12．7―12．2―11．5―12．0―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．5―35．1―47．6―1：00．3―1：12．5―1：24．0―1：36．0―1：48．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーロワイヤル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2021．7．4 函館7着

2019．4．12生 �3鹿 母 アナスタシアブルー 母母 ラ イ ラ プ ス 6戦2勝 賞金 12，900，000円
〔制裁〕 ゲンパチムサシ号の騎手横山琉人は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：4番・15番・1番）



3202111月6日 晴 良 （4福島3） 第2日 第9競走 ��1，800�
た か ゆ お ん せ ん

高 湯 温 泉 特 別
発走14時15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 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

23 シゲルローズマリー 牡3青鹿55 斎藤 新森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 472＋ 21：48．9 4．7�
35 シ ュ ホ 牝3栗 53 勝浦 正樹�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 402－ 41：49．1� 41．3�
610 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 464＋ 2 〃 クビ 26．4�
58 ゴルトシュミーデ 牝3栗 53 亀田 温心吉田 千津氏 村山 明 千歳 社台ファーム 420－10 〃 ハナ 31．5�
611 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 460± 01：49．2� 2．7�
46 ライブインステラ 牝3青 53 秋山真一郎吉田 千津氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 468＋ 41：49．3アタマ 20．9	
713 カレンマックナイト 牡3黒鹿55 藤懸 貴志鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：49．4� 10．6


11 ララサンスフル 牝4黒鹿55 中井 裕二フジイ興産� 大竹 正博 新ひだか グランド牧場 492± 01：49．61� 8．4�
（法942）

59 サルサロッサ 牝3鹿 53 武藤 雅岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか タガミファーム 446＋ 6 〃 アタマ 34．1�
815 バ ガ ン 牡4青 57 泉谷 楓真 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 辻 牧場 466－ 4 〃 クビ 8．7
34 イズジョーアーサー 牡3鹿 55 柴山 雄一泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 B502＋261：49．81	 66．4�
814 ポケットシンデレラ 牝3鹿 53 原 優介田畑 利彦氏 青木 孝文 平取 坂東牧場 422－ 61：50．01 22．7�
712 ケイティマジック 牡3鹿 55 菊沢 一樹瀧本 和義氏 清水 英克 浦河 フクオカファーム 482± 01：50．31� 80．5�
22 
 シャープレシオ 牡5黒鹿57 松本 大輝青山 洋一氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 470－ 41：51．15 112．6�
47 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 498＋281：51．31	 10．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，726，200円 複勝： 43，561，100円 枠連： 12，094，700円
馬連： 52，810，000円 馬単： 22，616，800円 ワイド： 54，881，100円
3連複： 86，903，300円 3連単： 93，830，700円 計： 398，423，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 1，050円 � 750円 枠 連（2－3） 6，700円

馬 連 �� 7，810円 馬 単 �� 11，760円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 1，660円 �� 7，580円

3 連 複 ��� 42，540円 3 連 単 ��� 206，140円

票 数

単勝票数 計 317262 的中 � 53671（2番人気）
複勝票数 計 435611 的中 � 66576（2番人気）� 9463（12番人気）� 13636（10番人気）
枠連票数 計 120947 的中 （2－3） 1397（24番人気）
馬連票数 計 528100 的中 �� 5234（27番人気）
馬単票数 計 226168 的中 �� 1442（43番人気）
ワイド票数 計 548811 的中 �� 7226（24番人気）�� 8644（20番人気）�� 1828（67番人気）
3連複票数 計 869033 的中 ��� 1532（136番人気）
3連単票数 計 938307 的中 ��� 330（625番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―12．5―13．0―12．3―11．8―12．0―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．0―35．5―48．5―1：00．8―1：12．6―1：24．6―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シゲルローズマリー �
�
父 シルバーステート �

�
母父 High Chaparral デビュー 2021．10．3 中京6着

2019．3．3生 牡3青鹿 母 ムーンライトベイ 母母 ムーンライトダンス 9戦2勝 賞金 23，685，000円

3202211月6日 晴 良 （4福島3） 第2日 第10競走 ��2，600�
さ ん り く

三 陸 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス，R3．11．6以降R4．10．30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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：35．1

良
良

713 トラウンシュタイン 牡4鹿 54 斎藤 新�G1レーシング 奥村 豊 安平 追分ファーム B450＋ 22：39．3 9．9�
34 シャインユニバンス 牝4鹿 52 武藤 雅亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 428＋ 22：39．72 9．7�
58 サンセットクラウド 牡3芦 54 丸山 元気前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444－ 82：39．91� 3．0�
35 サンデージャック 牡4青鹿54 勝浦 正樹エムズレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 482＋ 42：40．32 20．1�
47 ナムアミダブツ 牡5鹿 55 西村 淳也ニューマレコード� 石坂 公一 千歳 社台ファーム B468－122：40．51� 4．4�
59 ロンギングエーオ 牡3黒鹿54 原田 和真坂本 浩一氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 486± 02：40．6� 6．5	
611 フィデリオグリーン 牡6鹿 53 原 優介斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 498＋ 62：40．7� 61．1

610 ジャンカズマ 牡4鹿 54 松本 大輝合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B476＋ 42：40．8� 12．7�
815� スカイテラス 牡5黒鹿54 横山 琉人 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B488－122：41．01 10．6
22 � ナンヨーヴィヨレ 牡4鹿 53 秋山 稔樹中村 德也氏 宗像 義忠 白老 習志野牧場 452－202：41．21� 85．4�
23 シュブリーム 牡6黒鹿54 小林 凌大栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 478－ 22：41．3� 61．1�
11 � タイクーンバゴ 牡5青鹿54 中井 裕二�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 492－ 22：41．4� 54．1�
46 サンサルドス 牡6鹿 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 558－ 8 〃 ハナ 38．1�
712 ダノングレーター �6黒鹿54 菊沢 一樹�ダノックス 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B470－ 22：42．57 37．8�
814 クリノカポネ �7鹿 51 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430－ 62：44．6大差 250．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，763，700円 複勝： 59，016，600円 枠連： 18，570，500円
馬連： 71，926，100円 馬単： 29，596，500円 ワイド： 72，087，300円
3連複： 124，470，300円 3連単： 128，361，600円 計： 543，792，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 300円 � 260円 � 150円 枠 連（3－7） 2，410円

馬 連 �� 5，050円 馬 単 �� 9，580円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 600円 �� 590円

3 連 複 ��� 4，540円 3 連 単 ��� 35，820円

票 数

単勝票数 計 397637 的中 � 31903（5番人気）
複勝票数 計 590166 的中 � 42799（6番人気）� 53697（5番人気）� 125794（1番人気）
枠連票数 計 185705 的中 （3－7） 5965（10番人気）
馬連票数 計 719261 的中 �� 11028（18番人気）
馬単票数 計 295965 的中 �� 2316（37番人気）
ワイド票数 計 720873 的中 �� 10980（21番人気）�� 31756（4番人気）�� 32246（3番人気）
3連複票数 計1244703 的中 ��� 20555（11番人気）
3連単票数 計1283616 的中 ��� 2598（114番人気）

ハロンタイム 13．0―11．0―12．0―12．4―12．6―12．0―12．2―12．1―11．9―12．0―12．5―12．8―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� 2，400�
13．0―24．0―36．0―48．4―1：01．0―1：13．0―1：25．2―1：37．3―1：49．2―2：01．2―2：13．7―2：26．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トラウンシュタイン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Dansili デビュー 2020．10．31 京都13着

2018．2．9生 牡4鹿 母 ト ラ ウ ム 母母 Tu Eres Mi Amore 15戦3勝 賞金 39，292，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノカポネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月6日まで平地競走に

出走できない。



3202311月6日 晴 良 （4福島3） 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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．1
1：06．1

不良
不良

22 ヤマトコウセイ 牝3鹿 54 小林 脩斗鈴木 正浩氏 武井 亮 新ひだか 静内フジカワ牧場 460＋ 21：08．1 4．6�
（11128）

69 � マラードザレコード 	8青鹿57 亀田 温心岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park
Stud Ltd B472＋ 61：08．2
 36．4�

812� ジ ゲ ン 牡5鹿 57 斎藤 新林 正道氏 中村 直也 米 Diamond A
Racing Corp. 468± 0 〃 アタマ 2．7�

711 マーチリリー 牝4青鹿55 菊沢 一樹手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 B496＋ 21：08．62 9．3�
68 � ワルツフォーラン 牝5青鹿55 小林 凌大松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 B482－ 21：08．71 4．7�
56 ノアヴィグラス 牝4栗 55 藤田菜七子佐山 公男氏 天間 昭一 浦河 酒井牧場 478＋141：08．91 45．5�
11 アサカディオネ 牝5栗 55 中井 裕二浅川 昌彦氏 佐々木晶三 新冠 協和牧場 460－ 21：09．32� 99．0	
45 ム ジ ッ ク 牝4栗 55 角田 大和
三嶋牧場 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 B502＋141：09．94 28．6�
57 ネ レ イ ド 牝3鹿 54 丸山 元気
日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 436＋ 21：10．11 14．3�
813 ゴールドラグーン 牡6栗 57 西村 淳也吉田 晴哉氏 伊坂 重信 安平 追分ファーム 502－ 41：10．2� 25．8
710 サウンドカナロア 	6鹿 57 川又 賢治増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B470－ 21：10．62� 49．4�
33 シゲルヒラトリ 牡4栗 57 武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 松本 信行 488＋10 （競走中止） 53．0�
44 ショウゲッコウ 牝5鹿 55 松本 大輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 466－ 4 （競走中止） 8．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 70，320，500円 複勝： 74，489，100円 枠連： 33，642，100円
馬連： 184，714，800円 馬単： 68，996，100円 ワイド： 125，781，900円
3連複： 310，986，200円 3連単： 343，154，600円 計： 1，212，085，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 520円 � 140円 枠 連（2－6） 1，420円

馬 連 �� 8，780円 馬 単 �� 13，090円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 370円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 8，580円 3 連 単 ��� 59，150円

票 数

単勝票数 計 703205 的中 � 120969（2番人気）
複勝票数 計 744891 的中 � 121150（2番人気）� 25843（8番人気）� 168257（1番人気）
枠連票数 計 336421 的中 （2－6） 18315（6番人気）
馬連票数 計1847148 的中 �� 16302（27番人気）
馬単票数 計 689961 的中 �� 3953（43番人気）
ワイド票数 計1257819 的中 �� 13480（25番人気）�� 96640（2番人気）�� 17203（18番人気）
3連複票数 計3109862 的中 ��� 27164（28番人気）
3連単票数 計3431546 的中 ��� 4206（187番人気）

ハロンタイム 9．5―10．7―11．0―11．9―12．1―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．2―31．2―43．1―55．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマトコウセイ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．10．9 東京8着

2019．2．17生 牝3鹿 母 メルティーキス 母母 ワルツダンサー 10戦4勝 賞金 47，298，000円
〔競走中止〕 ショウゲッコウ号は，3コーナーで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。

シゲルヒラトリ号は，3コーナーで，転倒した「ショウゲッコウ」号に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ショウゲッコウ号の騎手松本大輝は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について令和4年11月19日から令和4年11月

20日まで騎乗停止。（被害馬：3番）

3202411月6日 晴 良 （4福島3） 第2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 アスターディゴン 牡3青鹿 56
55 ☆角田 大和加藤 久枝氏 中竹 和也 浦河 ガーベラパー

クスタツド 472－ 41：09．5 4．5�
11 エナジーグラン 牡3黒鹿 56

55 ☆亀田 温心 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 456－ 4 〃 アタマ 8．8�
612 シゲルオテンバ 牝4鹿 55

52 ▲佐々木大輔森中 蕃氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 440－ 6 〃 アタマ 34．7�
510 ア リ シ ア ン 牝3鹿 54

52 △横山 琉人広尾レース� 加藤 征弘 新ひだか 木村 秀則 486± 01：09．6� 5．4�
48 � スターライトキス 牝7栗 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 522＋161：09．81� 55．4�
59 フ ァ タ リ テ 牡6鹿 57 川又 賢治奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 444－ 21：10．01� 89．9	
47 � アルバリーニョ 牝4鹿 55 西村 淳也中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 450＋ 4 〃 ハナ 49．2

12 ブラックハート 牝4黒鹿 55

53 △小林 凌大�髙昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 416＋ 21：10．1クビ 36．2�
816 フラッシュアーク 牝3芦 54

52 △原 優介小林 薫氏 青木 孝文 新冠 錦岡牧場 468± 0 〃 ハナ 6．8
23 テーオースパロー 牡3黒鹿56 斎藤 新小笹 公也氏 清水 久詞 むかわ 上水牧場 488＋ 4 〃 ハナ 4．2�
714 フミバレンタイン 牝3青鹿 54

51 ▲西塚 洸二林 文彦氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：10．31� 21．2�
815 ポメランチェ 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 404＋ 41：10．4� 9．1�
36 マイネルチューダ 牡5鹿 57

55 △小林 脩斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 462＋121：10．5� 20．9�

611 ユキノエリザベス 牝3黒鹿 54
52 ◇藤田菜七子井上 基之氏 竹内 正洋 新ひだか 服部 牧場 464± 01：10．71� 70．9�

713 クイーンドライヴ 牝3青鹿54 菊沢 一樹井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 402－ 6 〃 � 137．1�
35 ミエノベルル 牡4鹿 57

54 ▲鷲頭 虎太里見美惠子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 448＋ 21：10．8クビ 58．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 63，364，100円 複勝： 73，193，700円 枠連： 30，077，100円
馬連： 106，019，400円 馬単： 39，263，800円 ワイド： 96，214，700円
3連複： 177，455，100円 3連単： 186，615，600円 計： 772，203，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 220円 � 280円 � 850円 枠 連（1－2） 890円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 650円 �� 2，100円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 13，550円 3 連 単 ��� 49，680円

票 数

単勝票数 計 633641 的中 � 112046（2番人気）
複勝票数 計 731937 的中 � 102588（3番人気）� 69152（5番人気）� 18601（10番人気）
枠連票数 計 300771 的中 （1－2） 26106（3番人気）
馬連票数 計1060194 的中 �� 51232（4番人気）
馬単票数 計 392638 的中 �� 9415（7番人気）
ワイド票数 計 962147 的中 �� 40069（4番人気）�� 11518（22番人気）�� 8800（32番人気）
3連複票数 計1774551 的中 ��� 9822（42番人気）
3連単票数 計1866156 的中 ��� 2723（145番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．9―11．7―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．3―45．0―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスターディゴン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．10．31 阪神13着

2019．4．16生 牡3青鹿 母 アースプレイ 母母 ミスイースター 12戦2勝 賞金 22，899，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 ブラックハート号の騎手武藤雅は，第11競走での落馬負傷のため小林凌大に変更。

アリシアン号の騎手松本大輝は，第11競走での落馬負傷のため横山琉人に変更。

３レース目



（4福島3）第2日 11月6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 176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

200，990，000円
9，940，000円
29，320，000円
1，630，000円
25，330，000円
78，403，000円
5，520，500円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
452，237，200円
534，759，100円
176，223，700円
737，704，700円
311，438，900円
668，006，200円
1，239，262，000円
1，360，529，600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 5，480，161，400円

総入場人員 7，934名 （有料入場人員 7，609名）
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