
3203711月13日 晴 良 （4福島3） 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 5，200，000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

34 スタボーンイメル 牡2栗 55 菱田 裕二ケーエスHD 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 496＋ 81：48．7 4．4�
47 サ グ ア ロ 牡2栗 55

54 ☆松本 大輝飯田 貴大氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B520± 0 〃 クビ 1．5�
712 イズミアマゾネス 牝2青鹿 54

53 ☆亀田 温心泉 一郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 454＋ 61：49．12� 41．6�
815 オールアルミュール 牡2栗 55 丸山 元気林 勝宗氏 的場 均 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 508± 01：49．63 17．0�
46 ウイキャンファイト 牡2鹿 55

52 ▲水沼 元輝 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B460± 01：49．7� 126．3�
611 マイネルボンバー 牡2栗 55 武藤 雅 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新ひだか 畠山牧場 460± 01：49．8クビ 17．6

35 ニホンピロフリード 牝2鹿 54 国分 優作小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 470－121：49．9� 81．7�
610 クラウンローゼン 牡2栗 55 黛 弘人	クラウン 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 464＋ 21：50．01 107．4�
23 スーパームーン 牡2栗 55 斎藤 新森中 啓子氏 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 452＋ 61：50．1� 34．7
58 ニホンピロビート 牡2青鹿 55

52 ▲鷲頭 虎太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 486＋101：50．3� 109．2�
22 キョウエイルーマー 牡2栗 55

53 △小林 脩斗田中 晴夫氏 萱野 浩二 青森 ワールドファーム B462－ 2 〃 クビ 10．0�
814 クリノトンイ 牝2栗 54

53 ☆小沢 大仁栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 拓樹 446＋ 61：50．51� 199．4�
11 バトルレジェンダ 牝2青 54

51 ▲佐々木大輔宮川 秋信氏 牧 光二 平取 清水牧場 412－ 21：50．6� 39．5�
59 カーターテソーロ 牡2鹿 55 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス	 田中 剛 日高 リョーケンファー
ム株式会社 486＋ 21：51．13 66．0�
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713 オボッチャマ 牡2鹿 55 菅原 明良村田 哲朗氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 484± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，341，700円 複勝： 31，982，000円 枠連： 7，621，000円
馬連： 29，601，700円 馬単： 14，834，800円 ワイド： 31，595，400円
3連複： 44，762，100円 3連単： 47，037，900円 計： 232，776，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 110円 � 430円 枠 連（3－4） 530円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，890円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 12，730円

票 数

単勝票数 差引計 253417（返還計 26982） 的中 � 47364（2番人気）
複勝票数 差引計 319820（返還計 40969） 的中 � 38258（3番人気）� 144590（1番人気）� 9685（6番人気）
枠連票数 差引計 76210（返還計 622） 的中 （3－4） 11060（1番人気）
馬連票数 差引計 296017（返還計 91022） 的中 �� 66087（1番人気）
馬単票数 差引計 148348（返還計 47434） 的中 �� 11924（3番人気）
ワイド票数 差引計 315954（返還計104247） 的中 �� 51603（1番人気）�� 3600（19番人気）�� 8061（9番人気）
3連複票数 差引計 447621（返還計267254） 的中 ��� 12701（7番人気）
3連単票数 差引計 470379（返還計286822） 的中 ��� 2677（33番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．1―30．1―43．1―56．6―1：09．3―1：22．2―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スタボーンイメル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Birdstone デビュー 2022．10．16 東京7着

2020．3．29生 牡2栗 母 ダーリングバード 母母 Darling My Darling 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔競走除外・発走状況〕 オボッチャマ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻7分遅

延。
スーパームーン号は，枠入り不良。

〔制裁〕 スタボーンイメル号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・3番）
イズミアマゾネス号の騎手亀田温心は，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：7番・

3番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 オボッチャマ号は，令和4年11月14日から令和4年12月13日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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 サンクスギビング号・ベアキング号

3203811月13日 晴 良 （4福島3） 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 5，200，000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
1：59．9
1：58．5

良
良

612 サ ヴ ォ ー ナ 牡2鹿 55
54 ☆松本 大輝加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 510－ 82：02．0 2．4�

816 ライジングホープ 牝2鹿 54
53 ☆小沢 大仁 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 416＋ 62：02．21� 23．5�

815 スノーファンタジー 牝2黒鹿54 富田 暁 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 450－ 42：02．83� 12．0�
510 エーレウォーン 牡2鹿 55

53 △横山 琉人小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 スマイルファーム 488± 02：02．9クビ 22．3�
23 カブキチョウ 牡2栗 55 大野 拓弥宮田 直也氏 浜田多実雄 新ひだか ヒサイファーム 460＋ 22：03．43 21．0	
714 レッドヴァジュラ 牡2黒鹿 55

52 ▲鷲頭 虎太 �東京ホースレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B484＋ 2 〃 ハナ 12．0

12 ハイアーレルム 牝2鹿 54 西村 淳也 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 アタマ 2．7�
36 カ ズ キ 牡2鹿 55 荻野 琢真大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 456＋ 42：03．61� 89．6�
35 デルマオクリダシ 牡2鹿 55 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 468＋ 42：03．91� 47．8
611 グレイトインディ 牡2鹿 55 菊沢 一樹今井 優氏 勢司 和浩 新冠 スカイビーチステーブル 468－ 42：04．0� 192．5�
24 デイジーロック 牝2芦 54 菅原 明良 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 浦河 酒井牧場 460－ 22：04．31� 70．8�
48 フジブルーダイヤ 牝2鹿 54

52 △原 優介�フジレーシング 尾形 和幸 新ひだか 佐竹 学 446± 0 〃 クビ 57．6�
47 スマッシュキング 牡2栗 55

52 ▲佐々木大輔井山 登氏 奥村 武 浦河 宮内牧場 482＋ 62：04．83 129．4�
59 フェスティヴチャン 牝2黒鹿54 丸山 元気臼井義太郎氏 根本 康広 新冠 細川農場 466＋ 42：05．01� 56．6�
713 ティトルタトル 牡2黒鹿55 伊藤 工真尾上 寿夫氏 金成 貴史 浦河 谷川牧場 470－ 62：06．9大差 226．9�
11 ピエナナイスガイ 牡2黒鹿 55

54 ☆角田 大和本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 492± 02：07．0� 34．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，266，500円 複勝： 28，124，400円 枠連： 8，607，000円
馬連： 34，372，900円 馬単： 15，664，300円 ワイド： 37，104，800円
3連複： 58，095，000円 3連単： 62，189，600円 計： 269，424，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 560円 � 270円 枠 連（6－8） 920円

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 570円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 7，200円 3 連 単 ��� 29，990円

票 数

単勝票数 計 252665 的中 � 84400（1番人気）
複勝票数 計 281244 的中 � 78354（1番人気）� 9439（8番人気）� 23187（3番人気）
枠連票数 計 86070 的中 （6－8） 7183（3番人気）
馬連票数 計 343729 的中 �� 7552（12番人気）
馬単票数 計 156643 的中 �� 2719（16番人気）
ワイド票数 計 371048 的中 �� 6827（15番人気）�� 17888（3番人気）�� 3506（25番人気）
3連複票数 計 580950 的中 ��� 6051（17番人気）
3連単票数 計 621896 的中 ��� 1503（81番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．5―12．2―12．4―12．1―12．2―12．8―13．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．3―34．8―47．0―59．4―1：11．5―1：23．7―1：36．5―1：49．6

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サ ヴ ォ ー ナ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 スニッツェル デビュー 2022．10．2 中山5着

2020．3．6生 牡2鹿 母 テイケイラピッド 母母 ラ プ ー マ 3戦1勝 賞金 7，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時20分に変更。
〔制裁〕 スノーファンタジー号の騎手富田暁は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※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 クリノクオン号・ディヴァインアロー号

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

第３回 福島競馬 第４日



3203911月13日 晴 良 （4福島3） 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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 385，000
385，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

46 ド ロ ー ム 牝4芦 55 森 裕太朗 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 浦河 荻伏三好フ
アーム 468＋201：46．6 16．5�

814 ビクトリアバローズ 牝4鹿 55
52 ▲佐々木大輔猪熊 広次氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 468＋101：46．81 4．7�

34 トレッファー 牝5栗 55
54 ☆泉谷 楓真 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 442＋ 2 〃 クビ 57．2�

713� ウィズザワールド 牝4栗 55
53 △原 優介阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 472± 01：46．9クビ 9．8�

23 フォーランマリア 牝3鹿 53 西村 淳也 �社台レースホース森田 直行 千歳 社台ファーム 412－ 2 〃 クビ 18．1�
47 フ ミ チ ャ ン 牝4芦 55

52 ▲西塚 洸二林 文彦氏 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム B486＋ 4 〃 同着 14．4	
712� ラッキーミーティア 牝3栗 53 斎藤 新 
YGGホースクラブ 伊坂 重信 日高 門別山際牧場 458－ 21：47．1� 28．4�
22 リキサンハート 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 490－ 6 〃 クビ 11．6�
11 キ ュ ン 牝4黒鹿55 菅原 明良 
吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 458－ 81：47．31� 44．0
610 リ ゴ レ ッ ト 牝3鹿 53

52 ☆角田 大和 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 430＋101：47．4クビ 14．4�
35 キ ガ サ 牝3栗 53

51 △小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新冠 シンカンファーム B438± 0 〃 クビ 13．7�
611 ブランアルディ 牝3芦 53 富田 暁野田 善己氏 辻野 泰之 日高 春木ファーム 480－ 41：47．5クビ 2．9�
815� カンパニュール 牝3鹿 53

49 ★永島まなみ 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 堀内 岳志 新ひだか 矢野牧場 482－111：47．92� 14．5�

59 ラブロッソー 牝5青鹿55 勝浦 正樹増田 陽一氏 鈴木慎太郎 新冠 新冠橋本牧場 490＋ 21：48．0� 71．0�
58 グレースブロード 牝3鹿 53

51 △横山 琉人伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B454－ 21：48．53 34．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，747，300円 複勝： 43，428，200円 枠連： 10，516，900円
馬連： 43，872，500円 馬単： 17，359，200円 ワイド： 49，451，500円
3連複： 83，171，500円 3連単： 71，762，200円 計： 347，309，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 580円 � 270円 � 1，240円 枠 連（4－8） 1，740円

馬 連 �� 5，820円 馬 単 �� 13，610円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 8，430円 �� 3，010円

3 連 複 ��� 57，860円 3 連 単 ��� 319，180円

票 数

単勝票数 計 277473 的中 � 13417（9番人気）
複勝票数 計 434282 的中 � 18724（9番人気）� 49541（2番人気）� 8182（14番人気）
枠連票数 計 105169 的中 （4－8） 4678（8番人気）
馬連票数 計 438725 的中 �� 5836（23番人気）
馬単票数 計 173592 的中 �� 956（52番人気）
ワイド票数 計 494515 的中 �� 6215（24番人気）�� 1491（82番人気）�� 4237（38番人気）
3連複票数 計 831715 的中 ��� 1078（179番人気）
3連単票数 計 717622 的中 ��� 163（986番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．4―43．4―56．3―1：08．5―1：20．8―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ド ロ ー ム �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2020．7．25 新潟4着

2018．4．24生 牝4芦 母 キャニオンドリーム 母母 チョウカイオバコ 12戦2勝 賞金 20，470，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時45分に変更。

3204011月13日 晴 良 （4福島3） 第4日 第4競走 ��2，750�障害3歳以上未勝利
発走11時10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

44 ヤマニンマヒア 牡6黒鹿60 石神 深一土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 456± 03：03．2 4．9�
66 � トーセンオリジン 牡5鹿 60 上野 翔本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 有限会社 エ

スティファーム 452＋ 43：03．62� 7．0�
33 ダンツキタイ 牝3黒鹿56 ▲小牧加矢太山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 矢野牧場 478－ 83：04．24 7．2�
77 ス ヴ ァ ル ナ 牡7黒鹿60 平沢 健治 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 518± 03：04．41 1．7�
88 ランドフェニックス 牡3鹿 58 中村 将之木村 昌三氏 安達 昭夫 新ひだか 中田 浩美 488＋ 23：06．4大差 79．9�
11 ラジェドール 牡4芦 60 草野 太郎根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 洞�湖 レイクヴィラファーム B504－10 〃 クビ 13．3	
22 メイショウキリモン 牡4栗 60 小野寺祐太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 470－ 43：06．5� 11．2

55 � ドリームウィーバー 牡4黒鹿60 江田 勇亮グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 482－ 43：09．2大差 164．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 20，772，500円 複勝： 22，973，900円 枠連： 発売なし
馬連： 24，847，700円 馬単： 15，590，900円 ワイド： 17，522，900円
3連複： 36，847，600円 3連単： 81，676，400円 計： 220，231，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 280円 � 230円 � 310円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 470円 �� 560円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 16，060円

票 数

単勝票数 計 207725 的中 � 33264（2番人気）
複勝票数 計 229739 的中 � 21061（3番人気）� 28718（2番人気）� 18083（4番人気）
馬連票数 計 248477 的中 �� 14239（6番人気）
馬単票数 計 155909 的中 �� 3783（10番人気）
ワイド票数 計 175229 的中 �� 9653（6番人気）�� 7938（8番人気）�� 7600（9番人気）
3連複票数 計 368476 的中 ��� 8526（12番人気）
3連単票数 計 816764 的中 ��� 3685（61番人気）
上り 1マイル 1：47．6 4F 53．2－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

2
�
2－4－（3，6）7，1－5－8
4，6（7，3）－2＝1－8＝5

勝馬の
紹 介

ヤマニンマヒア �

父 ディープインパクト �


母父 エ リ シ オ デビュー 2018．6．30 中京3着

2016．2．21生 牡6黒鹿 母 ヤマニンカルフール 母母 ワンオブアクライン 障害：1戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時15分に変更。



3204111月13日 曇 良 （4福島3） 第4日 第5競走 2，750�障害3歳以上未勝利
発走12時00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

33 アームストロング 牡4黒鹿60 草野 太郎塩田 清氏 南田美知雄 日高 浜本 幸雄 496± 03：05．9 5．4�
55 � シーザワールド 牡9鹿 60 伴 啓太村岡 曉憲氏 的場 均 日高 山際 辰夫 514＋ 23：06．0クビ 37．1�
44 メリディアンローグ 牡5黒鹿60 上野 翔山本 英俊氏 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 488± 03：06．31� 1．6�
77 ブレイニーラン 牡7鹿 60

57 ▲小牧加矢太 �シルクレーシング 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 474－ 63：06．93� 3．2�
66 スマートルミエール 牡5鹿 60 五十嵐雄祐大川 徹氏 高橋 文雅 新ひだか 飛野牧場 448± 03：09．1大差 58．0�
11 サマーサプライズ 牡8鹿 60 小野寺祐太 	吉澤ホールディングス 宮本 博 浦河 帰山 清貴 B472＋ 43：11．5大差 28．3

22 フィアーミー 牡3青 58 江田 勇亮�ターフ・スポート小野 次郎 新ひだか 静内フアーム 516＋103：12．56 130．3�
88 ヴァレッタカズマ 牡3鹿 58 平沢 健治合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 498－ 8 （競走中止） 13．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 22，096，600円 複勝： 27，633，300円 枠連： 発売なし
馬連： 21，719，100円 馬単： 15，201，200円 ワイド： 16，681，500円
3連複： 38，687，700円 3連単： 85，959，700円 計： 227，979，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 120円 � 280円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，790円 馬 単 �� 7，750円

ワ イ ド �� 700円 �� 150円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 15，800円

票 数

単勝票数 計 220966 的中 � 32553（3番人気）
複勝票数 計 276333 的中 � 31619（2番人気）� 6542（6番人気）� 187999（1番人気）
馬連票数 計 217191 的中 �� 3510（12番人気）
馬単票数 計 152012 的中 �� 1470（20番人気）
ワイド票数 計 166815 的中 �� 4868（10番人気）�� 37642（1番人気）�� 6930（7番人気）
3連複票数 計 386877 的中 ��� 17726（6番人気）
3連単票数 計 859597 的中 ��� 3942（48番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 50．8－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アームストロング 
�
父 ベルシャザール 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．8．9 新潟10着

2018．2．21生 牡4黒鹿 母 ユメノハコブネ 母母 ラクシャリーラス 障害：15戦1勝 賞金 23，080，000円
〔競走中止〕 ヴァレッタカズマ号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 アームストロング号の騎手草野太郎は，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：5番）

3204211月13日 曇 良 （4福島3） 第4日 第6競走 ��1，700�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 7，700，000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 ウインアウォード 牡3栗 55 西村 淳也�ウイン 杉山 晴紀 日高 木村牧場 516＋ 61：46．1 3．6�
34 � トップスターサン 牡4黒鹿57 斎藤 新吉田 和美氏 四位 洋文 豪

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

514＋ 41：46．63 11．8�
22 ハイラブハンター 牡4鹿 57 古川 吉洋服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 484－ 81：47．34 12．2�
815� ワンダフルヘヴン 牝3青鹿 53

52 ☆亀田 温心�レッドマジック久保田貴士 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

B484＋ 21：47．4クビ 47．5�
23 フ ァ ン ジ オ 牡3鹿 55 城戸 義政�ターフ・スポート藤岡 健一 浦河 谷川牧場 496－12 〃 クビ 42．9	
814 フェズカズマ 牡3栗 55 菱田 裕二合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：47．5クビ 17．7

46 エアフォースワン 牡3鹿 55 菊沢 一樹藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 大西ファーム 458－ 71：47．71� 21．1�
47 � モ デ ィ カ 牝3鹿 51

50 ☆松本 大輝吉田 和美氏 石坂 公一 豪 Kia Ora
Stud Pty Ltd B488－ 21：47．91 2．1�

58 	 スパーダネーラ 
6青鹿 57
54 ▲土田 真翔瀬口 信正氏 中野 栄治 青森 有限会社

ラークヒルズ 432＋ 41：48．0� 237．2
610 スプレッドアウト 牡3鹿 55 武藤 雅 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 498－ 61：48．1� 9．0�
712 ホウオウヴォーヌ 牡4栗 57 菅原 明良小笹 芳央氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド B486＋ 21：48．2クビ 66．5�
59 セイハロートゥユー 牡4黒鹿57 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B500－ 41：48．41� 125．9�
11 セイカフォルゴーレ 牡3栗 55

53 △横山 琉人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 508＋201：48．5� 27．8�
35 � アドバンスドリーム 牡3栗 55 団野 大成久保田典秀氏 森 秀行 米 Mountmellick

Farm, LLC 514－ 81：49．13� 162．8�
713 サウンドキングダム 牡3青鹿 55

54 ☆小沢 大仁増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 小泉牧場 506＋141：49．95 61．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，751，100円 複勝： 38，653，000円 枠連： 11，265，000円
馬連： 42，277，600円 馬単： 20，402，400円 ワイド： 46，440，000円
3連複： 74，527，900円 3連単： 84，085，400円 計： 351，402，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 330円 � 220円 枠 連（3－6） 1，640円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 650円 �� 500円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 3，640円 3 連 単 ��� 13，380円

票 数

単勝票数 計 337511 的中 � 73164（2番人気）
複勝票数 計 386530 的中 � 86311（2番人気）� 24160（6番人気）� 42743（3番人気）
枠連票数 計 112650 的中 （3－6） 5308（7番人気）
馬連票数 計 422776 的中 �� 17435（7番人気）
馬単票数 計 204024 的中 �� 5143（9番人気）
ワイド票数 計 464400 的中 �� 18445（4番人気）�� 24771（3番人気）�� 7826（16番人気）
3連複票数 計 745279 的中 ��� 15319（8番人気）
3連単票数 計 840854 的中 ��� 4553（27番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．8―13．4―13．4―12．3―12．4―12．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．5―42．9―56．3―1：08．6―1：21．0―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインアウォード �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2021．7．4 函館4着

2019．4．21生 牡3栗 母 バラベルサイユ 母母 ナイスグリンベル 12戦2勝 賞金 23，470，000円
〔その他〕 ハイラブハンター号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ハイラブハンター号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年12月13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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キングレリック号



3204311月13日 曇 良 （4福島3） 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 7，700，000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

59 フリートオブフット 牝3鹿 54 菅原 明良 �シルクレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 440－ 41：10．3 4．3�
714 テンメジャーガール 牝3栗 54 菱田 裕二天白 泰司氏 高柳 大輔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 61：10．51� 4．0�
815 チ カ リ ヨ ン 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子松島 千佳氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 492－ 61：10．6� 39．8�
23 エターナルハート 牝5黒鹿 55

54 ☆小沢 大仁 DMMドリームクラブ� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 392－201：10．7アタマ 24．6�
47 シ タ ン 牝3黒鹿54 西村 淳也 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 406－ 6 〃 ハナ 8．0	
11 プルサティーラ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：10．8� 11．3

510 ア キ バ 牝3青鹿 54

53 ☆亀田 温心髙野 哲氏 田中 克典 千歳 社台ファーム 428± 0 〃 クビ 12．0�
612 クランシリーニー 牝3鹿 54

52 △横山 琉人大倉 佑介氏 新谷 功一 日高 日西牧場 496± 0 〃 ハナ 14．4�
611 ラ ヴ ォ ル タ 牝4鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 496± 01：10．9クビ 5．7
24 シャウビンダー 牝3栗 54 酒井 学金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 404－ 6 〃 クビ 20．8�
48 ピュリフィアン 牝5鹿 55 斎藤 新野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 430＋ 2 〃 アタマ 50．5�
12 クインズコスモス 牝3栗 54

53 ☆角田 大和 �ケイアイスタリオン 加藤士津八 新ひだか 松田牧場 430－ 21：11．0アタマ 19．8�
816 エ ル メ ー ム 牝5鹿 55 大野 拓弥�ラ・メール 高木 登 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 476－ 61：11．32 110．9�
36 � アトムヴェローチェ 牝5鹿 55 菊沢 一樹永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 438－181：11．4� 230．4�
713 スマイルアップ 牝3芦 54

52 △小林 脩斗馬目 卓氏 萱野 浩二 浦河 辻 牧場 446＋10 〃 クビ 46．6�
35 モズゴールドメダル 牝3芦 54

50 ★永島まなみ �キャピタル・システム 林 徹 日高 坪田 晃宜 450＋181：12．35 53．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，959，500円 複勝： 41，087，700円 枠連： 9，123，300円
馬連： 44，726，300円 馬単： 18，476，800円 ワイド： 44，870，500円
3連複： 75，224，200円 3連単： 75，524，800円 計： 338，993，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 180円 � 680円 枠 連（5－7） 720円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，870円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 11，460円 3 連 単 ��� 38，390円

票 数

単勝票数 計 299595 的中 � 54641（2番人気）
複勝票数 計 410877 的中 � 70284（1番人気）� 66894（2番人気）� 11562（11番人気）
枠連票数 計 91233 的中 （5－7） 9798（1番人気）
馬連票数 計 447263 的中 �� 34851（1番人気）
馬単票数 計 184768 的中 �� 7134（1番人気）
ワイド票数 計 448705 的中 �� 30679（1番人気）�� 3789（42番人気）�� 4615（31番人気）
3連複票数 計 752242 的中 ��� 4921（37番人気）
3連単票数 計 755248 的中 ��� 1426（83番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．5―11．9―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．7―46．6―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フリートオブフット �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．6．19 札幌3着

2019．4．16生 牝3鹿 母 シーイズトウショウ 母母 ジェーントウショウ 10戦2勝 賞金 21，676，000円

3204411月13日 曇 良 （4福島3） 第4日 第8競走 1，800�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 7，700，000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
1：45．3
1：43．8

良
良

23 パトリックハンサム 牡3青鹿55 勝浦 正樹宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 462－ 41：50．2 19．5�
714 パーサヴィアランス 牡3鹿 55 富田 暁馬場 幸夫氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B458＋ 21：50．3� 11．4�
510 ディープレイヤー 牡3黒鹿55 菅原 明良嶋田 一成氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 482± 01：50．4� 2．7�
59 レイトカンセイオー 牡3鹿 55 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 470＋26 〃 クビ 13．9�
713 アウサンガテ 牡5鹿 57 西村 淳也金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム B438－12 〃 アタマ 4．7�
611 トーセンクレセント 牡3鹿 55 石橋 脩島川 	哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 470－ 21：50．61 27．8

612 ケンハービンジャー 牡4鹿 57 藤岡 佑介中西 宏彰氏 本田 優 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 434± 0 〃 クビ 26．5�
11 マッハモンルード 牝4栗 55 団野 大成 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B506－ 21：50．7クビ 9．1
36 レッドアダン �5鹿 57

55 △横山 琉人 �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 464－ 61：50．8� 129．3�
815 エクラノーブル 牝3青 53

52 ☆小沢 大仁 �社台レースホース中村 直也 千歳 社台ファーム 428＋ 81：51．01� 57．8�
12 アランヴェリテ 牡3芦 55

54 ☆角田 大和加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486－ 61：51．1� 14．2�

816 ウインアステロイド 牡5青鹿 57
55 ◇藤田菜七子�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム B466－ 4 〃 クビ 59．6�

48 デルマアシュラ 牡4青 57
53 ★永島まなみ浅沼 廣幸氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 422＋ 21：51．2クビ 8．4�

24 � ヨ ン ウ ォ ニ 牝5鹿 55
53 △原 優介�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 道見牧場 458－ 21：51．3� 82．7�

35 メロウヴォイス 牝3鹿 53 丸山 元気水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 B446＋221：51．4� 30．6�
47 ヴィルトゥオシタ 牝5鹿 55

54 ☆松本 大輝�G1レーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：51．93 84．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，968，600円 複勝： 37，952，800円 枠連： 12，092，300円
馬連： 42，250，600円 馬単： 17，360，500円 ワイド： 45，349，200円
3連複： 73，964，600円 3連単： 72，924，000円 計： 330，862，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 390円 � 250円 � 150円 枠 連（2－7） 2，480円

馬 連 �� 9，060円 馬 単 �� 19，780円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 1，100円 �� 650円

3 連 複 ��� 9，190円 3 連 単 ��� 93，740円

票 数

単勝票数 計 289686 的中 � 11859（8番人気）
複勝票数 計 379528 的中 � 19859（7番人気）� 36251（4番人気）� 86104（1番人気）
枠連票数 計 120923 的中 （2－7） 3772（11番人気）
馬連票数 計 422506 的中 �� 3612（32番人気）
馬単票数 計 173605 的中 �� 658（67番人気）
ワイド票数 計 453492 的中 �� 4223（31番人気）�� 10592（9番人気）�� 18833（5番人気）
3連複票数 計 739646 的中 ��� 6033（25番人気）
3連単票数 計 729240 的中 ��� 564（318番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―13．2―12．8―12．6―12．1―12．0―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―37．3―50．1―1：02．7―1：14．8―1：26．8―1：38．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

パトリックハンサム �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．12．11 中山2着

2019．4．21生 牡3青鹿 母 トーコーユズキ 母母 ピンクプルメリア 7戦2勝 賞金 17，000，000円
〔制裁〕 メロウヴォイス号の騎手丸山元気は，4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：7番）

マッハモンルード号の騎手団野大成は，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：7番）



3204511月13日 曇 良 （4福島3） 第4日 第9競走 ��
��1，200�福島2歳ステークス

発走14時05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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．5

良
良

24 ビッグシーザー 牡2芦 55 酒井 学幅田 昌伸氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 498＋ 21：10．0 2．9�
36 スプレモフレイバー 牡2鹿 55 菅原 明良尾田 信夫氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：10．31	 10．0�
11 イ コ サ ン 牡2鹿 55 西村 淳也天野 克彦氏 長谷川浩大 浦河 三嶋牧場 482＋14 〃 ハナ 5．5�
59 レイカットスルー 牡2鹿 55 国分 優作ライオンレースホース� 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 446± 01：10．83 5．2�
35 ゴールデンウィンド 牝2栗 54 菱田 裕二�レッドマジック高柳 大輔 新冠 ハクレイファーム 456－ 21：10．9	 8．3�
47 セイウンスイート 牝2鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 中田 英樹 434－ 81：11．0
 140．0	
713 ブラウンウェーブ 牝2鹿 54 横山 琉人�トップフェロウ宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 434＋ 2 〃 クビ 60．4

815 ミ ネ ヒ メ 牝2黒鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 本間 忍 日高 新井 昭二 404－ 8 〃 アタマ 27．0�
611 クールムーア 牡2鹿 55 丸山 元気川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 462－ 41：11．1アタマ 17．6
612 クリノゴッホ 牡2鹿 55 黛 弘人栗原 正雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 41：11．2	 57．4�
714 ナックブレイブ 牡2芦 55 勝浦 正樹小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 広田牧場 472± 01：11．84 27．7�
12 ニーナブランド 牝2芦 54 石橋 脩ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 築紫 洋 430－ 4 〃 アタマ 116．4�
816 ア ウ ク ソ ー 牝2鹿 54 斎藤 新大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 422＋121：12．01� 21．2�
23 モンサンスヴニール 牝2青鹿54 武藤 雅山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 464＋ 21：12．21 74．0�
48 ハンデンリリー 牝2鹿 54 小林 脩斗坂田 行夫氏 牧 光二 新ひだか 静内フアーム 414＋ 21：12．41� 149．3�
510 メイショウカゼマチ 牡2鹿 55 角田 大和松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 多田 善弘 438＋ 2 〃 クビ 71．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，082，800円 複勝： 44，886，500円 枠連： 12，783，300円
馬連： 57，364，400円 馬単： 23，087，000円 ワイド： 54，379，700円
3連複： 95，871，400円 3連単： 103，454，600円 計： 436，909，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 250円 � 180円 枠 連（2－3） 700円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 570円 �� 290円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 7，550円

票 数

単勝票数 計 450828 的中 � 126291（1番人気）
複勝票数 計 448865 的中 � 100277（1番人気）� 37641（5番人気）� 63352（3番人気）
枠連票数 計 127833 的中 （2－3） 13987（2番人気）
馬連票数 計 573644 的中 �� 30385（5番人気）
馬単票数 計 230870 的中 �� 7851（6番人気）
ワイド票数 計 543797 的中 �� 23116（4番人気）�� 54057（1番人気）�� 20958（5番人気）
3連複票数 計 958714 的中 ��� 49214（3番人気）
3連単票数 計1034546 的中 ��� 9923（9番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．5―12．0―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．7―46．7―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビッグシーザー �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 Tale of Ekati デビュー 2022．8．21 小倉3着

2020．3．10生 牡2芦 母 アンナペレンナ 母母 Maria’s Storm 4戦2勝 賞金 25，450，000円

3204611月13日 曇 良 （4福島3） 第4日 第10競走 ��1，700�福 島 放 送 賞
発走14時40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
福島放送賞（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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

35 � コスモセイリュウ 牡5鹿 57 国分 優作 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Janet Quillen 494－101：45．8 12．7�
59 インナーアリュール 牡5鹿 57 武士沢友治平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 484＋ 2 〃 クビ 67．1�
22 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 468－ 2 〃 ハナ 20．8�
34 ハイエストポイント 牡4青鹿57 菅原 明良�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452± 0 〃 ハナ 4．8�
611 タイキドミニオン 牡4鹿 57 西村 淳也�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B528＋ 81：46．0� 3．9	
712 シンヨモギネス 牡4鹿 57 石橋 脩岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B480＋ 21：46．1� 10．6

11 タケルジャック 牡4青鹿57 原 優介森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか チャンピオンズファーム 462＋ 2 〃 クビ 59．6�
23 ユ ウ ゲ ン 牡5鹿 57 大野 拓弥林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 496－ 61：46．63 8．5�
46 バルサミックムーン 	5鹿 57 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 498＋ 41：46．81 27．4
47 モントブレッチア 牝3黒鹿53 斎藤 新藤澤眞佐子氏 斎藤 誠 新ひだか 飛野牧場 446± 01：47．01� 4．5�
814
 ラ ン ス ル ー 牡4栗 57 富田 暁前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 532－12 〃 ハナ 24．1�
713 ホウオウジャッジ 牡7鹿 57 松本 大輝小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド B476＋101：47．63� 188．8�
815 ビーアイオラクル 牡3鹿 55 藤岡 佑介礒川 正明氏 牧田 和弥 新ひだか 前田牧場 504＋261：47．7� 10．3�
610
 ポピュラーソング 牝5黒鹿55 丸山 元気酒井 孝敏氏 土田 稔 日高 中館牧場 446－ 21：48．44 74．2�
58 ジーマックス 牡5鹿 57 横山 琉人佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 B536＋141：49．46 82．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，762，600円 複勝： 52，037，500円 枠連： 14，063，100円
馬連： 71，584，000円 馬単： 27，523，500円 ワイド： 66，278，300円
3連複： 119，731，100円 3連単： 120，577，000円 計： 509，557，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 420円 � 1，250円 � 550円 枠 連（3－5） 5，090円

馬 連 �� 26，890円 馬 単 �� 44，480円

ワ イ ド �� 7，550円 �� 2，510円 �� 7，600円

3 連 複 ��� 94，020円 3 連 単 ��� 488，370円

票 数

単勝票数 計 377626 的中 � 23715（7番人気）
複勝票数 計 520375 的中 � 35099（6番人気）� 10180（11番人気）� 25295（8番人気）
枠連票数 計 140631 的中 （3－5） 2140（17番人気）
馬連票数 計 715840 的中 �� 2063（62番人気）
馬単票数 計 275235 的中 �� 464（112番人気）
ワイド票数 計 662783 的中 �� 2251（65番人気）�� 6917（31番人気）�� 2236（66番人気）
3連複票数 計1197311 的中 ��� 955（208番人気）
3連単票数 計1205770 的中 ��� 179（1101番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―11．8―12．5―12．9―12．4―12．9―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．1―29．9―42．4―55．3―1：07．7―1：20．6―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�コスモセイリュウ �
�
父 Temple City �

�
母父 Include デビュー 2020．3．14 中山3着

2017．4．18生 牡5鹿 母 Surround Sound 母母 Albemarle Sound 21戦3勝 賞金 58，949，000円
〔制裁〕 タイキドミニオン号の騎手西村淳也は，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30，000円。（被害馬：3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アメリカンエール号・ガムラン号・サヴァビアン号



3204711月13日 曇 良 （4福島3） 第4日 第11競走
第58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，R3．11．13以降R4．11．6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 43，000，000円 17，000，000円 11，000，000円 6，500，000円 4，300，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

12 � ユニコーンライオン 牡6黒鹿57 国分 優作ライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star
Phoenix Jvc B530－ 22：00．2 24．3�

47 � サトノセシル 牝6鹿 53 古川 吉洋里見 治氏 堀 宣行 英 Faisal Meshrf
Alqahtani 462± 02：00．51� 5．9�

11 ア ラ タ 牡5鹿 56 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 460－ 42：00．6� 4．1�
612 オニャンコポン 牡3鹿 54 菅原 明良田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 464± 02：00．81 4．7�
36 フォワードアゲン 	5黒鹿53 江田 照男浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 430＋ 42：00．9クビ 20．8�
59 フィオリキアリ 牝5鹿 52 斎藤 新槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－10 〃 ハナ 12．9	
714 ゴールドスミス 	8黒鹿56 石橋 脩ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528－ 22：01．0
 7．9

713 サトノエルドール 牡6鹿 55 武藤 雅里見 治氏 国枝 栄 安平 追分ファーム B470－ 4 〃 クビ 157．3�
48 ベ レ ヌ ス 牡5鹿 57 西村 淳也 �キャロットファーム 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 520＋ 42：01．1
 10．1
815 シャムロックヒル 牝5芦 52 横山 琉人 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 512＋ 2 〃 ハナ 85．1�
35 コスモカレンドゥラ 牡6栗 55 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 82：01．2
 24．9�
816 ヴァンケドミンゴ 牡6鹿 56 酒井 学幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 478＋ 2 〃 ハナ 23．8�
24 カ テ ド ラ ル 牡6鹿 57 団野 大成 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 488＋ 42：01．51� 11．2�
23 パ ト リ ッ ク 牡6鹿 55 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 480＋ 42：01．6� 45．7�

611 エフェクトオン 牡6黒鹿53 菱田 裕二 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 452＋ 62：01．91
 40．4�
510 ロ ザ ム ー ル 牝6栗 52 菊沢 一樹栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 B500－ 22：03．49 196．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 152，558，200円 複勝： 189，605，800円 枠連： 70，833，600円
馬連： 417，813，000円 馬単： 133，156，200円 ワイド： 308，311，200円
3連複： 790，569，400円 3連単： 725，486，800円 計： 2，788，334，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，430円 複 勝 � 640円 � 190円 � 170円 枠 連（1－4） 750円

馬 連 �� 10，200円 馬 単 �� 22，760円

ワ イ ド �� 3，190円 �� 2，340円 �� 520円

3 連 複 ��� 13，320円 3 連 単 ��� 107，530円

票 数

単勝票数 計1525582 的中 � 50059（10番人気）
複勝票数 計1896058 的中 � 57298（11番人気）� 279382（2番人気）� 350524（1番人気）
枠連票数 計 708336 的中 （1－4） 72904（1番人気）
馬連票数 計4178130 的中 �� 31745（38番人気）
馬単票数 計1331562 的中 �� 4386（86番人気）
ワイド票数 計3083112 的中 �� 23672（42番人気）�� 32533（31番人気）�� 166515（1番人気）
3連複票数 計7905694 的中 ��� 44481（45番人気）
3連単票数 計7254868 的中 ��� 4891（380番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．2―12．6―12．6―12．4―12．2―12．0―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．0―34．2―46．8―59．4―1：11．8―1：24．0―1：36．0―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ユニコーンライオン �
�
父 No Nay Never �

�
母父 High Chaparral デビュー 2019．1．27 京都1着

2016．1．29生 牡6黒鹿 母 Muravka 母母 Tabdea 23戦6勝 賞金 221，671，000円

3204811月13日 曇 良 （4福島3） 第4日 第12競走 ��1，150�3歳以上1勝クラス
発走15時55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

35 ユウグロスファクタ 牝3栗 54 西村 淳也�アイテツ 新谷 功一 新ひだか 静内白井牧場 500＋ 41：08．8 3．0�
11 ザ ア ト ム 牡3黒鹿 56

55 ☆松本 大輝廣崎利洋HD� 田島 俊明 日高 天羽 禮治 496± 01：09．01� 7．5�
48 サンフィニティ 牝4鹿 55 斎藤 新 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 440－ 41：09．32 14．3�
612� シ ュ ロ ス 牡6栗 57

55 △原 優介嶋田 賢氏 嘉藤 貴行 新ひだか 岡田牧場 508－121：09．4� 28．4�
816 ゲンパチレオニダス 牡3黒鹿 56

52 ★永島まなみ平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 前川 勝春 482＋ 21：10．03� 18．5	
23 � クリノスパークル 牝4栗 55

54 ☆小沢 大仁栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 木村牧場 452－12 〃 クビ 27．8

36 サンダビューク 牡3黒鹿56 古川 吉洋 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 浦河 村下 清志 460－ 21：10．1クビ 8．3�
24 ルールシェーバー 牡5鹿 57 酒井 学儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム B474－ 4 〃 クビ 23．4�
47 ベアグッジョブ 牡3鹿 56 大野 拓弥熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 502＋ 61：10．31� 81．9
510 ドリームアゲイン 牝4鹿 55 丸山 元気前田 幸治氏 田中 克典 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 4 〃 ハナ 4．4�
59 � サンマルシップ 牡4芦 57 嶋田 純次相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム B494＋ 21：10．4� 104．1�
815 キリシマタウン 牡3栗 56

55 ☆角田 大和西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田原橋本牧場 444＋ 21：10．5クビ 7．1�
714	� ローズファラオ 牝4鹿 55

52 ▲鷲頭 虎太 �ニッシンホール
ディングス 坂口 智康 豪 Go Blood-

stock 404＋ 41：10．81
 97．6�
713� フタミジョウワ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子秦 千織氏 根本 康広 新冠 協和牧場 448＋ 41：11．12 53．3�
611 サ ノ カ ポ 牝4黒鹿55 黛 弘人佐野 信幸氏 中野 栄治 新冠 小泉 学 438－ 21：11．2
 191．7�
12 � ギンノアメガフル �3鹿 56

54 △横山 琉人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 B442＋ 41：14．8大差 80．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，875，800円 複勝： 44，419，800円 枠連： 16，949，700円
馬連： 71，069，100円 馬単： 25，031，800円 ワイド： 56，950，200円
3連複： 114，906，900円 3連単： 124，859，400円 計： 494，062，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 240円 � 270円 枠 連（1－3） 910円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 550円 �� 780円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 17，530円

票 数

単勝票数 計 398758 的中 � 103559（1番人気）
複勝票数 計 444198 的中 � 85439（1番人気）� 44280（4番人気）� 37515（6番人気）
枠連票数 計 169497 的中 （1－3） 14342（3番人気）
馬連票数 計 710691 的中 �� 43014（2番人気）
馬単票数 計 250318 的中 �� 8019（3番人気）
ワイド票数 計 569502 的中 �� 27830（3番人気）�� 18572（6番人気）�� 10889（18番人気）
3連複票数 計1149069 的中 ��� 17622（12番人気）
3連単票数 計1248594 的中 ��� 5161（31番人気）

ハロンタイム 9．7―11．0―11．5―12．0―12．0―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．7―32．2―44．2―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユウグロスファクタ �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2022．1．15 中京9着

2019．5．24生 牝3栗 母 ミヤビグローリー 母母 タフグレイス 8戦2勝 賞金 19，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギンノアメガフル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月13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 サノノヒーロー号

３レース目



（4福島3）第4日 11月13日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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

264，240，000円
20，020，000円
1，840，000円
33，550，000円
78，672，000円
5，918，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
489，183，200円
602，784，900円
173，855，200円
901，498，900円
343，688，600円
774，935，200円
1，606，359，400円
1，655，537，800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 6，547，843，200円

総入場人員 13，912名 （有料入場人員 13，316名）
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