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11037 4月14日 晴 良 （25福島1）第4日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

35 カ ミ ー リ ア 牝3鹿 54 藤岡 康太名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 474－ 21：48．2 9．4�
11 レオソルシエール 牝3鹿 54 丸山 元気田中 博之氏 古賀 慎明 新ひだか 築紫 洋 474± 01：48．51� 27．0�
58 ティアップサニー 牝3黒鹿54 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 460－ 6 〃 クビ 7．1�
34 ビーインラプチャー 牝3栗 54 丸田 恭介吉田 千津氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 432＋ 21：49．03 12．6�
47 アルマネアン 牝3黒鹿54 津村 明秀コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 田湯牧場 458＋ 81：49．1� 8．3�
713 ダイアゴナルクロス 牝3鹿 54 今野 忠成 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 486＋ 21：49．2� 21．3	

（川崎）

59 ナデシコウーマン 牝3青鹿54 田中 博康阿部 紀子氏 斎藤 誠 新冠 森 牧場 440＋ 41：49．73 152．4

814 フィールザロマンス 牝3黒鹿 54

52 △杉原 誠人加藤 信之氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 452＋ 21：50．33� 2．9�
22 メイプルミルク 牝3栗 54 宮崎 北斗節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 452± 01：50．62 80．8�
611 ボーラキアーラ 牝3黒鹿54 柴山 雄一 サンデーレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム B462－101：50．91� 6．0�
46 ビッグダージリン 牝3鹿 54 中舘 英二関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 450－ 81：51．0クビ 37．2�
610 アグネスコスモス 牝3芦 54

52 △中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 462－ 8 〃 クビ 10．1�
23 ビレッジドリーム 牝3栗 54

52 △嶋田 純次村山 輝雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 472－ 61：51．1クビ 94．5�
815 ネ ス 牝3青 54 高倉 稜楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 446－ 61：51．31� 65．7�
712 ステラインベレッタ 牝3栗 54 荻野 琢真加藤 信之氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 412－ 61：52．15 22．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 10，943，700円 複勝： 24，038，100円 枠連： 8，380，400円
馬連： 27，391，100円 馬単： 17，753，800円 ワイド： 14，840，300円
3連複： 41，008，200円 3連単： 58，559，600円 計： 202，915，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 420円 � 560円 � 200円 枠 連（1－3） 9，450円

馬 連 �� 14，490円 馬 単 �� 23，870円

ワ イ ド �� 4，730円 �� 1，160円 �� 820円

3 連 複 ��� 20，850円 3 連 単 ��� 127，870円

票 数

単勝票数 計 109437 的中 � 9247（5番人気）
複勝票数 計 240381 的中 � 14070（7番人気）� 9963（8番人気）� 38756（2番人気）
枠連票数 計 83804 的中 （1－3） 655（25番人気）
馬連票数 計 273911 的中 �� 1396（44番人気）
馬単票数 計 177538 的中 �� 549（75番人気）
ワイド票数 計 148403 的中 �� 740（47番人気）�� 3179（15番人気）�� 4622（8番人気）
3連複票数 計 410082 的中 ��� 1452（70番人気）
3連単票数 計 585596 的中 ��� 338（388番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―11．6―12．4―13．3―13．1―13．1―13．0―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―29．8―42．2―55．5―1：08．6―1：21．7―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F39．6
1
3
・（8，6）（5，14）7（1，11）（10，15）（9，12）－4，13（2，3）
8（6，14，11）5，7，1（10，15）9（12，13）（4，2）－3

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

勝馬の
紹 介

カ ミ ー リ ア �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2012．7．1 中京7着

2010．2．20生 牝3鹿 母 アマゾンリリー 母母 アイドルマリー 9戦1勝 賞金 8，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

11038 4月14日 晴 良 （25福島1）第4日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

23 コウエイレディー 牝3鹿 54 高倉 稜西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 452－ 61：10．5 40．2�
59 シュリメジャー 牡3黒鹿56 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新冠 若林牧場 462＋ 2 〃 クビ 11．6�
816 アルマダクロス 牡3栗 56 丸田 恭介栗坂 崇氏 伊藤 伸一 浦河 中神牧場 454＋ 41：10．71� 3．2�
713 ジャングルハット 牝3鹿 54 中舘 英二 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 442± 01：10．8� 2．9�
35 シ ュ ウ ギ ン 牝3鹿 54 柴山 雄一荒木隆之介氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 432＋ 21：11．01� 11．0�
815 オリオンザレヴリ 牡3青鹿56 西田雄一郎平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 446－ 2 〃 アタマ 13．6	
36 ヤマサダイス 牡3栗 56 津村 明秀佐藤 雄司氏 大和田 成 新ひだか 山際牧場 472＋ 4 〃 ハナ 13．6

48 モストヴェルデ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �キャロットファーム 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 478 ―1：11．32 59．2�
24 アグランディール 牝3鹿 54 西村 太一 SKYホース組合 新開 幸一 浦河 佐々木 恵一 416＋ 21：11．4クビ 8．9�
510 ガロファニーノ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗髙樽さゆり氏 松永 康利 浦河 斉藤英牧場 422＋141：11．93 28．3
612 コウジンチーター 牝3鹿 54 木幡 初広加藤 興一氏 菅原 泰夫 新ひだか 山野牧場 422＋ 4 〃 クビ 240．9�
611 テイエムミサイル 牡3鹿 56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 日高 テイエム牧場日高支場 470＋321：12．32� 18．3�
47 メイショウホワイト 牝3芦 54 今野 忠成松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 416－161：12．4� 93．9�

（川崎）

714 アカリボサノバ 牡3栗 56 松田 大作小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 B456－ 8 〃 アタマ 176．6�
11 カ ス カ ー タ �3鹿 56

54 △杉原 誠人岡田 牧雄氏 栗田 徹 日高 日高大洋牧場 406－181：12．71� 269．0�
12 メイショウユウヒン 牝3芦 54 古川 吉洋松本 好雄氏 西浦 勝一 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440 ―1：22．7大差 134．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 10，238，900円 複勝： 16，212，300円 枠連： 7，234，500円
馬連： 19，302，600円 馬単： 14，518，100円 ワイド： 10，410，500円
3連複： 27，708，800円 3連単： 42，329，900円 計： 147，955，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，020円 複 勝 � 820円 � 240円 � 170円 枠 連（2－5） 2，080円

馬 連 �� 15，820円 馬 単 �� 47，200円

ワ イ ド �� 4，360円 �� 2，060円 �� 560円

3 連 複 ��� 20，520円 3 連 単 ��� 236，670円

票 数

単勝票数 計 102389 的中 � 2009（10番人気）
複勝票数 計 162123 的中 � 3972（10番人気）� 17796（4番人気）� 32049（2番人気）
枠連票数 計 72345 的中 （2－5） 2574（9番人気）
馬連票数 計 193026 的中 �� 901（42番人気）
馬単票数 計 145181 的中 �� 227（96番人気）
ワイド票数 計 104105 的中 �� 560（41番人気）�� 1208（26番人気）�� 4929（3番人気）
3連複票数 計 277088 的中 ��� 997（66番人気）
3連単票数 計 423299 的中 ��� 132（573番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．7―12．1―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．2―47．3―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．3
3 ・（9，11，13）（3，5，7，15）（1，4，6，10，16）8，14－12＝2 4 9－（3，11，13）（15，16）5（7，6）（1，4，10）8，14，12＝2

勝馬の
紹 介

コウエイレディー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．6．10 阪神10着

2010．3．2生 牝3鹿 母 タケカワルキューレ 母母 イ セ ス ズ カ 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 カスカータ号の騎手杉原誠人は，3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：4番・6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウユウヒン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 ウチケンジェーニオ号・スズカサファイヤ号・スターボウ号・トウショウパシオン号・ブイダッシュ号・

ラブジョーイ号・ロトクリスティ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第１回 福島競馬 第４日



11039 4月14日 晴 良 （25福島1）第4日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

22 メイショウソレイユ 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 452± 01：49．3 5．4�
58 ク ロ ノ マ ン 牡3青鹿 56

54 △嶋田 純次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 槇本牧場 442－ 21：49．72� 3．5�

815 ファインユニバース 牡3栗 56
54 △中井 裕二井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 456± 01：50．01� 3．1�

611 スチブナイト 牡3鹿 56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 492－ 51：50．42� 120．0�
11 ダームブランシュ 牝3芦 54 黛 弘人大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 420 ― 〃 ハナ 60．5�
47 ティアップロージズ 牡3黒鹿56 津村 明秀田中 昇氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 454－ 41：50．82� 15．8	
814 ヴィントホーゼ 牡3鹿 56 丸田 恭介�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434 ―1：51．01� 17．6

34 ケ ッ キ セ ヨ 牡3鹿 56 高倉 稜一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 490± 0 〃 アタマ 49．9�
713 メイスンインパルス 牡3鹿 56 木幡 初広梅村 浩氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 468－ 21：51．1クビ 38．2�
610 スキャットマン 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新ひだか 白井 吉美 446± 0 〃 クビ 33．9
46 グラスボンズ 牡3栗 56 的場 勇人半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 510－181：51．31� 12．1�
23 ドゥイットトーア 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 436＋161：51．61� 246．2�
59 ア シ ガ ル 牡3栗 56 中谷 雄太井上 久光氏 高市 圭二 新ひだか 畠山牧場 462 ―1：52．13 65．7�
35 サンミッシェル 牝3栗 54 柴山 雄一武田 茂男氏 田島 良保 浦河 まるとみ冨岡牧場 428－121：53．69 8．1�
712 ユウキバロン 牡3鹿 56 西田雄一郎ちきり組合 梅田 康雄 浦河 江谷 重雄 442－ 41：54．23� 56．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 10，963，600円 複勝： 18，410，200円 枠連： 7，635，800円
馬連： 20，386，300円 馬単： 15，236，700円 ワイド： 12，132，400円
3連複： 28，514，700円 3連単： 44，931，000円 計： 158，210，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 150円 � 140円 枠 連（2－5） 910円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 420円 �� 330円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 7，910円

票 数

単勝票数 計 109636 的中 � 16282（3番人気）
複勝票数 計 184102 的中 � 23240（3番人気）� 32794（2番人気）� 41126（1番人気）
枠連票数 計 76358 的中 （2－5） 6237（3番人気）
馬連票数 計 203863 的中 �� 12673（3番人気）
馬単票数 計 152367 的中 �� 4495（7番人気）
ワイド票数 計 121324 的中 �� 6923（4番人気）�� 9341（2番人気）�� 10314（1番人気）
3連複票数 計 285147 的中 ��� 18157（1番人気）
3連単票数 計 449310 的中 ��� 4196（8番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―11．7―13．0―13．6―13．1―13．2―13．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―30．0―43．0―56．6―1：09．7―1：22．9―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F39．6
1
3
・（5，15）（4，6）10，2，8－13（7，12）11－14（1，3）＝9・（5，15，4，6）7，2（8，10）13，12（11，14）－1，3，9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウソレイユ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Kris S. デビュー 2013．1．13 京都10着

2010．5．25生 牡3鹿 母 ズ リ 母母 Amizette 5戦1勝 賞金 5，500，000円
※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 カヤトースト号・ゴーイングベル号・シークレットゾーン号・スピリットサムライ号・ノアオーカン号

11040 4月14日 晴 良 （25福島1）第4日 第4競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

12 タイセイスウィープ 牡3鹿 56 今野 忠成田中 成奉氏 伊藤 大士 浦河 藤春 修二 456± 01：10．2 4．8�
（川崎）

48 ヤマニンブルジョン 牡3栗 56 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 456－ 61：11．05 1．7�
612 アヴェンタドール 牡3青鹿 56

54 △中井 裕二前原 敏行氏 須貝 尚介 日高 チャンピオン
ズファーム 518－ 61：11．42� 20．6�

11 � エアサラディン 牡3鹿 56 丸山 元気 �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm 480＋ 2 〃 アタマ 16．2�

23 ヒアルロンサン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 B428－ 21：11．61	 125．3	
714 ベルモントラヴ 牝3芦 54 大野 拓弥 �ベルモントファーム和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム 482－ 81：11．81 25．4

59 テヅルモヅル 牝3黒鹿54 柴山 雄一石瀬 浩三氏 田島 俊明 様似 清水スタッド 454± 0 〃 クビ 36．2�
24 エクセレンテ 
3鹿 56 岩部 純二栗坂 崇氏 萱野 浩二 浦河 中神牧場 492 ―1：12．12 268．6�
611� シ ア ー ジ ュ 牝3鹿 54 中舘 英二前田 幸治氏 和田 正道 米 Foxborough

Farm et. al. 440＋ 21：12．73� 34．2
713 プリンシアルーナ 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人芳川 貴行氏 栗田 徹 平取 坂東牧場 422－ 81：12．8� 8．4�
36 リュクスエンブレム 牝3黒鹿54 的場 勇人田畑 憲士氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 398± 0 〃 クビ 191．8�
47 フラワーリヴァー 牝3鹿 54 中谷 雄太�髙昭牧場 小野 次郎 浦河 高昭牧場 488＋ 61：13．01	 301．4�
815� ハクサンナチュラル 牝3栗 54 藤岡 康太河﨑 五市氏 西園 正都 米 Edward A.

Cox, Jr. 480＋ 41：13．63� 11．2�
816 リネンクローバー 牝3黒鹿54 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 青森 青南ムラカミ

ファーム 452＋ 61：14．45 456．2�
35 コ ラ ー ゲ ン 牝3栗 54 荻野 琢真青芝商事� 平田 修 安平 ノーザンファーム 466 ―1：14．93 145．6�

（15頭）
510 ランドリーマー 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 19，391，300円 複勝： 28，273，900円 枠連： 9，273，100円
馬連： 26，182，400円 馬単： 22，164，500円 ワイド： 14，539，000円
3連複： 37，577，500円 3連単： 73，621，700円 計： 231，023，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 110円 � 300円 枠 連（1－4） 320円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，700円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 15，450円

票 数

単勝票数 差引計 193913（返還計 9 ） 的中 � 31851（2番人気）
複勝票数 差引計 282739（返還計 24） 的中 � 35712（3番人気）� 129506（1番人気）� 13586（5番人気）
枠連票数 差引計 92731（返還計 1 ） 的中 （1－4） 21602（1番人気）
馬連票数 差引計 261824（返還計 104） 的中 �� 37330（1番人気）
馬単票数 差引計 221645（返還計 51） 的中 �� 13248（3番人気）
ワイド票数 差引計 145390（返還計 73） 的中 �� 17071（2番人気）�� 1811（21番人気）�� 6821（4番人気）
3連複票数 差引計 375775（返還計 325） 的中 ��� 11035（9番人気）
3連単票数 差引計 736217（返還計 442） 的中 ��� 3517（48番人気）

ハロンタイム 9．6―11．4―12．1―12．7―12．2―12．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―21．0―33．1―45．8―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイスウィープ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．6．9 函館4着

2010．4．25生 牡3鹿 母 ハルカナルタビジ 母母 ニツポーデユレン 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔出走取消〕 ランドリーマー号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 エアサラディン号の騎手丸山元気は，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：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンクローバー号・コラーゲン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5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 エーシンアプローズ号・ヤマニンプチタルト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



11041 4月14日 晴 良 （25福島1）第4日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

23 キングデザイヤー 牡3黒鹿56 松田 大作山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 佐竹 学 486－ 62：00．4 4．0�
47 ルーベンスクラフト 牝3栗 54

52 △中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 470－ 42：00．82� 10．4�

24 サクセスカサノヴァ 牡3鹿 56 吉田 隼人髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム 480＋ 2 〃 クビ 3．6�

12 ジェイケイネオ 牡3青鹿56 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 476± 02：01．01� 4．5�
59 ビバゴールデン 牝3鹿 54 今野 忠成�高瀬牧場 和田 雄二 新冠 須崎牧場 450－ 22：01．1� 181．0	

（川崎）

611 レディアントデイズ 牡3栗 56 高倉 稜髙橋 長治氏 田村 康仁 新ひだか グローリーファーム 480± 02：01．52� 4．8

815 カツトシクン 牡3栗 56 田中 博康吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 462－ 82：01．6クビ 291．9�
36 シェーンフレール 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 434± 0 〃 クビ 55．2�
714 アポロダイヤモンド 牝3鹿 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 海馬沢 明 432＋ 22：01．7クビ 37．7
816 ブ ラ ド ッ ク 牡3黒鹿56 鮫島 良太松田 整二氏 田島 良保 平取 びらとり牧場 448± 0 〃 ハナ 47．0�
510 ヒカルスターダスト 牡3黒鹿56 木幡 初広髙橋 京子氏 古賀 史生 むかわ 宇南山牧場 548± 02：01．8� 180．7�
48 グラスリード 牡3青鹿56 大野 拓弥半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 444＋ 8 〃 ハナ 24．5�
612 ペ タ ラ 牝3栗 54 西田雄一郎伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 460－ 22：02．33 208．5�
11 ルナーリンガス 牝3鹿 54 黛 弘人伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 三木田牧場 462－ 82：02．61� 244．6�
713 ナリタアップスター 牡3栗 56 中舘 英二�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 424＋ 22：03．34 19．5�
35 レッツグルーヴ 牝3栗 54 宮崎 北斗 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 478－ 22：03．62 42．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，594，700円 複勝： 20，964，500円 枠連： 9，121，800円
馬連： 24，916，200円 馬単： 18，827，700円 ワイド： 12，966，600円
3連複： 36，703，900円 3連単： 64，406，500円 計： 201，501，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 330円 � 160円 枠 連（2－4） 850円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 370円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 19，030円

票 数

単勝票数 計 135947 的中 � 26943（2番人気）
複勝票数 計 209645 的中 � 33578（4番人気）� 13462（5番人気）� 41729（2番人気）
枠連票数 計 91218 的中 （2－4） 7928（4番人気）
馬連票数 計 249162 的中 �� 6499（8番人気）
馬単票数 計 188277 的中 �� 2626（15番人気）
ワイド票数 計 129666 的中 �� 2918（8番人気）�� 9788（2番人気）�� 2830（10番人気）
3連複票数 計 367039 的中 ��� 8518（5番人気）
3連単票数 計 644065 的中 ��� 2499（41番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―12．0―12．6―12．6―12．2―12．2―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．7―34．1―46．1―58．7―1：11．3―1：23．5―1：35．7―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．9
1
3
3，14（4，8，11）（1，9）7－5（2，12）（6，16）13－15－10
3（4，14）（11，9）8（7，16）（1，2，12）（5，13）15，6，10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングデザイヤー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2012．10．21 新潟5着

2010．4．20生 牡3黒鹿 母 ウマヒトスジ 母母 アスターフォーマリア 6戦1勝 賞金 7，750，000円
※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。
（非当選馬） 3頭 カシマシャドウ号・ブロンドバレット号・リュクスボヌール号
（非抽選馬） 2頭 メイショウグレア号・リネンウインド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

11042 4月14日 晴 良 （25福島1）第4日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時30分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

611 ポピュラーストック �5栗 57 高倉 稜 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 61：10．1 17．5�

48 アラカメジョウ 牝4鹿 55 的場 勇人�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 454＋ 6 〃 ハナ 14．1�
816 リズミカルステップ 牝6栗 55 柴山 雄一有限会社シルク栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 B462－ 8 〃 クビ 146．5�
35 バラードソング 牝5鹿 55 松田 大作 �グリーンファーム牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 452－ 61：10．31� 2．5�
24 ミヤビリファイン 牡4青鹿57 中舘 英二村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 504＋ 2 〃 ハナ 5．6	
36 ノ ー ブ リ ー 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 466－101：10．4� 4．9

12 グラントリノ 牝4栗 55 丸田 恭介加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 440＋101：10．61 19．6�
815 スマイルゲート 牝4黒鹿55 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 446－14 〃 ハナ 40．0�
714 オモイデサクラ 牝6黒鹿55 西村 太一�和田牧場 和田正一郎 浦河 川越ファーム 490＋ 8 〃 クビ 24．0
11 クラウンエンビー 牡4栗 57 西田雄一郎矢野 悦三氏 日吉 正和 鹿児島 小園 孝一 458± 01：10．81� 13．9�
612 スマイルオブライフ 牝4鹿 55 中谷 雄太�ターフ・スポート粕谷 昌央 新ひだか 平野牧場 484－ 21：10．9	 123．5�
713 コスモユキシマキ 牝4芦 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 新ひだか 秋田育成牧場 462＋ 2 〃 ハナ 321．4�
23 カルナヴァレ 牝4鹿 55 黛 弘人安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 472± 01：11．0� 18．2�
59 
 デスティニーホープ 牝5黒鹿55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 モリナガファーム 448－121：11．21� 170．5�
47 ゾ ク ゾ ク �4鹿 57 吉田 隼人中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 中村 和夫 B466± 01：11．3� 15．0�
510 アルファジョイー 牡4鹿 57 大野 拓弥近藤 元子氏 嶋田 潤 新冠 秋田牧場 490＋ 61：11．93� 134．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，864，600円 複勝： 21，478，000円 枠連： 9，989，100円
馬連： 24，847，200円 馬単： 17，902，300円 ワイド： 13，883，300円
3連複： 35，274，200円 3連単： 62，168，800円 計： 199，407，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 600円 � 410円 � 2，560円 枠 連（4－6） 5，280円

馬 連 �� 13，580円 馬 単 �� 26，640円

ワ イ ド �� 3，830円 �� 28，760円 �� 15，530円

3 連 複 ��� 464，870円 3 連 単 ��� 2，085，490円

票 数

単勝票数 計 138646 的中 � 6244（7番人気）
複勝票数 計 214780 的中 � 9548（9番人気）� 14985（6番人気）� 2012（13番人気）
枠連票数 計 99891 的中 （4－6） 1397（16番人気）
馬連票数 計 248472 的中 �� 1351（40番人気）
馬単票数 計 179023 的中 �� 496（78番人気）
ワイド票数 計 138833 的中 �� 903（39番人気）�� 118（100番人気）�� 219（73番人気）
3連複票数 計 352742 的中 ��� 56（370番人気）
3連単票数 計 621688 的中 ��� 22（2011番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．7―11．9―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．2―47．1―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．9
3 ・（8，14）15（4，5，16）13（1，6，10，11）（2，3，9，12）－7 4 8（14，15）（4，16）（1，5，13）（6，10，11）2（3，9，12）7

勝馬の
紹 介

ポピュラーストック �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．7．17 新潟2着

2008．1．19生 �5栗 母 グラマーストック 母母 アピーリングストーリー 19戦2勝 賞金 19，940，000円



11043 4月14日 晴 良 （25福島1）第4日 第7競走 ��
��1，150�サラブレッド系4歳以上

発走13時00分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

34 ジャストフレンズ 牝4鹿 55 中谷 雄太阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 428＋ 61：10．3 167．9�
11 � カシノデューク 牡4栗 57 西田雄一郎柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 486－ 7 〃 アタマ 46．9�
23 ドキドキガール 牝4鹿 55

53 △杉原 誠人藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 512＋ 8 〃 クビ 26．4�
814 タイセイクインス 牝4青鹿55 古川 吉洋田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 468－201：10．4	 24．1�
712� エルウェーオージャ 
5青 57 藤岡 康太雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 468－ 41：10．61 7．7�
35 � アグネスピンキー 牝5鹿 55 丸田 恭介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 438＋ 41：10．7	 4．8�
47 ロイヤルサルート 牡5栗 57 平野 優臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 504＋ 8 〃 クビ 8．1	
22 � リアリーサムシング 牡5栗 57 鮫島 良太吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 470－ 2 〃 アタマ 12．3

59 � ヤルーデンス 牝4黒鹿55 西村 太一密山 根成氏 和田 正道 新ひだか タツヤファーム 460＋101：11．01� 89．4�
58 � アンディタード 牝4黒鹿55 吉田 隼人�大樹ファーム 古賀 慎明 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 468－ 61：11．1	 30．2
815� ヴィクタシア 牝4黒鹿55 大野 拓弥前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida 494－ 41：11．2	 3．7�
713� アドマイヤドミノ 牡5栗 57 松田 大作近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：11．3	 46．9�
611� モエレプレジデント 牡4黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 452＋ 31：11．51 107．3�
46 �� ツヴァイハンダー 牡4鹿 57 柴山 雄一伊藤 英明氏 藤沢 和雄 米 Hidetoshi

Yamamoto 548－101：11．81� 4．1�
610 ドルフィンハート 牝4青鹿 55

53 △嶋田 純次 �キャロットファーム 田島 俊明 池田 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 522－ 41：13．07 57．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，140，600円 複勝： 19，919，000円 枠連： 8，924，100円
馬連： 26，271，200円 馬単： 18，187，400円 ワイド： 14，323，300円
3連複： 35，111，900円 3連単： 56，228，600円 計： 193，106，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 16，790円 複 勝 � 3，250円 � 1，560円 � 840円 枠 連（1－3） 8，860円

馬 連 �� 141，520円 馬 単 �� 312，150円

ワ イ ド �� 43，920円 �� 21，730円 �� 8，610円

3 連 複 ��� 375，550円 3 連 単 ��� 2，766，450円

票 数

単勝票数 計 141406 的中 � 664（15番人気）
複勝票数 計 199190 的中 � 1562（15番人気）� 3348（12番人気）� 6530（8番人気）
枠連票数 計 89241 的中 （1－3） 744（26番人気）
馬連票数 計 262712 的中 �� 137（101番人気）
馬単票数 計 181874 的中 �� 43（204番人気）
ワイド票数 計 143233 的中 �� 80（103番人気）�� 162（95番人気）�� 411（67番人気）
3連複票数 計 351119 的中 ��� 69（368番人気）
3連単票数 計 562286 的中 ��� 15（2369番人気）

ハロンタイム 9．7―11．4―11．9―12．2―12．4―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―21．1―33．0―45．2―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャストフレンズ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2011．10．2 中山1着

2009．3．11生 牝4鹿 母 シルキーフレンド 母母 ルミネッセンス 9戦2勝 賞金 14，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔発走状況〕 ドキドキガール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出走取消馬 ニホンピロワルター号（疾病〔感冒〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 シゲルカイチョウ号・ゼニトッタ号・ハローエフェクト号

11044 4月14日 晴 良 （25福島1）第4日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：44．1

良
良

59 ダイワアクシス 牡4黒鹿57 大野 拓弥大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 448± 01：47．5 6．8�
815 フィロパトール 牝4鹿 55

53 △嶋田 純次高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 468＋ 81：47．6� 20．7�
510 テ ン ペ ル 牡5黒鹿57 松田 大作山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 482＋161：47．81 17．1�
611 アイヴィーリーグ 牡5鹿 57 藤岡 康太近藤 英子氏 中尾 秀正 新冠 平山牧場 464＋10 〃 ハナ 5．0�
35 クロスカップリング 牡4青鹿57 柴山 雄一諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 466＋ 41：48．01� 11．0�
48 トーセンマルス 牡5鹿 57 黛 弘人島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 442± 0 〃 クビ 8．0	
612� キングズクエスト 	4栗 57

55 △杉原 誠人岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 442－ 41：48．1クビ 76．0

24 マイネルマルシェ 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 460－ 2 〃 クビ 9．9�
11 � サクラメガチャンプ 牡4鹿 57 田中 博康�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 新和牧場 492＋ 2 〃 ハナ 11．3
47 クラウドチェンバー 牡4鹿 57 古川 吉洋 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 464± 01：48．2クビ 4．3�
36 ヒダカタイザン 牡6鹿 57 伊藤 工真藤井 謙氏 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 444＋ 81：48．41� 81．2�
12 � ラ ポ ー ル 牝5黒鹿 55

52 ▲原田 敬伍深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 454± 01：48．61� 53．0�
713 メジロソフィア 牝6鹿 55

53 △中井 裕二岩﨑 伸道氏 栗田 博憲 洞爺湖 メジロ牧場 436＋ 21：48．7� 70．5�
714 ダノンドリーム 牡4青鹿57 吉田 隼人�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：49．23 11．7�
816 サワノファンタス 牡5青 57 高倉 稜西田 彰宏氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 482＋141：49．3
 72．3�
23 コウズシャイン 牡4鹿 57 二本柳 壮山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 B504± 01：49．72� 90．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，090，900円 複勝： 23，527，700円 枠連： 10，708，300円
馬連： 28，939，600円 馬単： 18，554，800円 ワイド： 15，298，000円
3連複： 40，399，300円 3連単： 61，571，400円 計： 213，090，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 600円 � 520円 枠 連（5－8） 2，480円

馬 連 �� 5，460円 馬 単 �� 9，550円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 1，380円 �� 4，270円

3 連 複 ��� 24，890円 3 連 単 ��� 132，870円

票 数

単勝票数 計 140909 的中 � 16377（3番人気）
複勝票数 計 235277 的中 � 32677（2番人気）� 9348（10番人気）� 11108（9番人気）
枠連票数 計 107083 的中 （5－8） 3188（14番人気）
馬連票数 計 289396 的中 �� 3912（27番人気）
馬単票数 計 185548 的中 �� 1434（47番人気）
ワイド票数 計 152980 的中 �� 2218（25番人気）�� 2779（20番人気）�� 863（47番人気）
3連複票数 計 403993 的中 ��� 1198（89番人気）
3連単票数 計 615714 的中 ��� 342（475番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．9―12．2―12．6―12．3―11．7―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―35．2―47．4―1：00．0―1：12．3―1：24．0―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

ダイワアクシス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．12．10 中山5着

2009．3．5生 牡4黒鹿 母 オレンジジェラート 母母 スマイリングカット 12戦2勝 賞金 18，459，000円
〔制裁〕 アイヴィーリーグ号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースで急に内側に斜行したことについて平成25年4月20日から

平成25年4月28日まで騎乗停止。（被害馬：10番）



11045 4月14日 晴 良 （25福島1）第4日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

610 ビッグリバティ 牡4青鹿57 津村 明秀�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 506＋ 81：47．2 5．3�
815 ドリームリーグ 牡4栗 57 大野 拓弥セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 506－ 41：47．3� 14．9�
611� マヤノクレド 牡5鹿 57 柴山 雄一田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 B488－ 8 〃 ハナ 15．3�
713 チュウワストライク 牡4鹿 57 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 504－16 〃 ハナ 87．3�
814 デュアルサクセス 牡6黒鹿57 丸山 元気吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 458＋101：47．4� 5．5	
11 キョウエイショウリ 牡5黒鹿57 伊藤 工真田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 458－ 21：48．25 27．9

712 レッドオブガバナー 牡5鹿 57 中谷 雄太髙橋 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 頼嗣 B500± 01：48．3� 12．1�
47 タケルハヤテ 牡5鹿 57 丸田 恭介森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 466＋ 2 〃 アタマ 4．7�
22 ブラックイレブン 牡6黒鹿57 藤岡 康太吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 450± 01：48．51� 7．6
34 � ホワイトジュエル 牝6芦 55 二本柳 壮 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 436－ 61：49．03 81．8�
59 � グルービーメテオ 牡4栗 57 黛 弘人�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 464－ 21：49．63� 77．9�
23 チキウミサキ 牝4青鹿55 中舘 英二三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド 444＋ 61：49．7	 10．0�
46 ト ル サ ー ド 牝4栗 55

53 △嶋田 純次有限会社シルク武市 康男 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B462± 01：50．02 52．5�

58 フレンチナデシコ 牝4鹿 55 今野 忠成古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 丸村村下
ファーム 396－121：50．31	 119．2�

（川崎）

35 フェアリーガーデン 牝4鹿 55 吉田 隼人田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 436－ 21：50．72� 7．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 14，423，000円 複勝： 25，284，000円 枠連： 12，468，400円
馬連： 35，704，000円 馬単： 23，584，800円 ワイド： 17，847，500円
3連複： 51，805，600円 3連単： 87，474，600円 計： 268，591，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 470円 � 410円 枠 連（6－8） 780円

馬 連 �� 4，850円 馬 単 �� 7，170円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 1，240円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 15，690円 3 連 単 ��� 93，560円

票 数

単勝票数 計 144230 的中 � 21661（2番人気）
複勝票数 計 252840 的中 � 42502（2番人気）� 12688（9番人気）� 15055（7番人気）
枠連票数 計 124684 的中 （6－8） 11840（1番人気）
馬連票数 計 357040 的中 �� 5443（22番人気）
馬単票数 計 235848 的中 �� 2430（32番人気）
ワイド票数 計 178475 的中 �� 2759（26番人気）�� 3629（17番人気）�� 1026（47番人気）
3連複票数 計 518056 的中 ��� 2438（61番人気）
3連単票数 計 874746 的中 ��� 690（343番人気）

ハロンタイム 7．2―10．8―11．8―13．1―13．5―13．0―12．8―12．2―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．0―29．8―42．9―56．4―1：09．4―1：22．2―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビッグリバティ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2012．4．29 福島6着

2009．3．30生 牡4青鹿 母 ブリリアントライフ 母母 シマノビューティー 7戦2勝 賞金 14，300，000円
※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） 1頭 アローベアタキオン号
（非抽選馬） 1頭 エーティーオヤブン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

11046 4月14日 晴 良 （25福島1）第4日 第10競走 ��
��1，200�

ゆき

雪 う さ ぎ 賞
発走14時40分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 8，500，000円 3，400，000円 2，100，000円 1，300，000円 850，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

612 ワンダフルジュエル 牝3鹿 54 大野 拓弥�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 442－ 61：10．4 41．7�
12 ヴァレンティーネ 牝3鹿 54 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 448－ 8 〃 クビ 5．7�
510 ベ ラ ベ ラ 牡3栗 56 嘉藤 貴行中村 祐子氏 田中 清隆 日高 サンバマウン

テンファーム 446± 01：10．5クビ 9．9�
35 レ デ ィ ー 牝3鹿 54 吉田 隼人浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 418－ 41：10．6� 19．2�
713 グ レ カ ー レ 牝3鹿 54 嶋田 純次 �スピードファーム和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 420－ 2 〃 アタマ 46．5�
714 ハクサンレガシー 牡3青鹿56 西村 太一河﨑 五市氏 田村 康仁 新ひだか 田湯牧場 446± 01：10．7� 36．9	
23 ドラゴンサクラ 牝3青鹿54 杉原 誠人大久保和夫氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426－ 2 〃 クビ 4．1

47 カシノワルツ 牝3黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B426－ 81：10．8� 10．8�
24 ワンツーステップ 牝3芦 54 宮崎 北斗佐々木完二氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 420－ 41：11．12 21．9�
816� リコーレヴェントン 牡3鹿 56 今野 忠成土橋 正雄氏 荒山 勝徳 新冠 リコーファーム 460－ 81：11．2	 66．1

（大井） （川崎）

59 ホオポノポノ 牝3鹿 54 古川 吉洋松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ
ナル牧場 420－ 2 〃 ハナ 5．4�

48 エリモフェザー 牝3栗 54 黛 弘人山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 408－ 41：11．62� 20．3�
36 パ ッ シ ョ ン 牝3栗 54 小島 太一阿部 紀子氏 高橋 文雅 浦河 大北牧場 432－ 41：12．02� 17．7�
815 ア ウ ト イ ン 牝3芦 54 中谷 雄太阿部 紀子氏 清水 美波 浦河 大道牧場 386± 01：12．1� 53．8�
611 ホワイトポピー 牝3芦 54 木幡 初広楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 420± 0 〃 クビ 6．8�
11 � ハイパーエンジェル 牝3鹿 54 吉田 晃浩山口 敦広氏 佐藤 茂 新ひだか 白井 吉美 422－ 11：12．2� 169．4�

（金沢） （金沢）

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，065，700円 複勝： 27，387，700円 枠連： 15，505，800円
馬連： 45，651，000円 馬単： 30，289，200円 ワイド： 21，093，200円
3連複： 65，677，000円 3連単： 112，054，700円 計： 334，724，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，170円 複 勝 � 1，010円 � 240円 � 270円 枠 連（1－6） 1，870円

馬 連 �� 10，520円 馬 単 �� 28，920円

ワ イ ド �� 3，590円 �� 4，360円 �� 930円

3 連 複 ��� 18，530円 3 連 単 ��� 161，210円

票 数

単勝票数 計 170657 的中 � 3229（12番人気）
複勝票数 計 273877 的中 � 5909（12番人気）� 34795（2番人気）� 29205（5番人気）
枠連票数 計 155058 的中 （1－6） 6128（10番人気）
馬連票数 計 456510 的中 �� 3204（42番人気）
馬単票数 計 302892 的中 �� 773（95番人気）
ワイド票数 計 210932 的中 �� 1420（45番人気）�� 1163（56番人気）�� 5824（8番人気）
3連複票数 計 656770 的中 ��� 2616（68番人気）
3連単票数 計1120547 的中 ��� 513（546番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．3―11．8―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―34．8―46．6―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダフルジュエル �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．6．24 福島10着

2010．4．16生 牝3鹿 母 フレイムバード 母母 フェイヴァーワン 12戦2勝 賞金 15，878，000円
〔発走状況〕 ワンダフルジュエル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 カシノワルツ号の騎手二本柳壮は，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30，000円。（被害馬：11番・4

番・3番）
ドラゴンサクラ号の騎手杉原誠人は，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：9番）

〔調教再審査〕 ワンダフルジュエル号は，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19頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）19頭 オメガファイター号・キネオリュウセイ号・キャメロンロード号・クラウンビション号・グラスソニック号・

クリノタカラチャン号・ケントヒーロー号・コアレスドラゴン号・コトブキゴールド号・ジョアンシーピン号・
チェリーペトルズ号・トシスプリング号・トップエトワール号・ノーザンハリアー号・バヤル号・ファイヤーヒース号・
モンマックス号・モーニングコール号・レモンチャン号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



11047 4月14日 晴 良 （25福島1）第4日 第11競走 ��
��2，600�

おく ほ そ み ち

奥 の 細 道 特 別
発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

福島競馬振興会長賞（1着）
賞 品

本 賞 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

22 マイネルアイザック 牡4黒鹿57 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 22：41．3 8．3�

55 アドマイヤネアルコ 牡5芦 57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 480－ 6 〃 ハナ 5．1�
79 ブライトボーイ 牡4鹿 57 吉田 隼人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 470－ 42：41．4� 8．7�
33 メイショウスクラム 牡7鹿 57 松田 大作松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 494－ 42：41．61	 14．4�
11 キンセイポラリス 牡7鹿 57 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 門別 天羽牧場 410－ 6 〃 クビ 18．5�
56 ロ ジ ダ ン ス 牡4栗 57 丸田 恭介久米田正明氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 486－ 22：41．7クビ 2．5	
68 コスモカンタービレ 牡6黒鹿57 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 498－ 4 〃 クビ 28．4�
710 フィルハーマジック 牝5鹿 55 宮崎 北斗
下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 462＋ 42：41．91� 22．4�
811
 カンタベリーナイト 牡4鹿 57 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 494＋ 42：42．0� 19．0
67 シンボリローレンス �8黒鹿57 藤岡 康太シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 490－ 42：42．1クビ 99．4�
812 ローンウルフ �8栗 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド 472－ 42：42．52� 80．4�
44 ソールデスタン 牡6鹿 57 黛 弘人
前川企画 奥平 雅士 浦河 鎌田 正嗣 452± 0 〃 クビ 6．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，359，300円 複勝： 35，905，100円 枠連： 22，470，400円
馬連： 88，700，400円 馬単： 53，051，300円 ワイド： 31，675，300円
3連複： 117，131，100円 3連単： 234，112，500円 計： 607，405，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 250円 � 200円 � 310円 枠 連（2－5） 750円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，080円 �� 950円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ��� 34，570円

票 数

単勝票数 計 243593 的中 � 23146（4番人気）
複勝票数 計 359051 的中 � 37966（4番人気）� 53077（3番人気）� 28488（5番人気）
枠連票数 計 224704 的中 （2－5） 22124（3番人気）
馬連票数 計 887004 的中 �� 36067（6番人気）
馬単票数 計 530513 的中 �� 9279（16番人気）
ワイド票数 計 316753 的中 �� 10815（7番人気）�� 7147（13番人気）�� 8226（10番人気）
3連複票数 計1171311 的中 ��� 14818（19番人気）
3連単票数 計2341125 的中 ��� 4999（109番人気）

ハロンタイム 13．3―12．5―12．9―12．4―12．5―12．6―12．8―13．0―12．4―11．6―11．9―11．3―12．1

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�
13．3―25．8―38．7―51．1―1：03．6―1：16．2―1：29．0―1：42．0―1：54．4―2：06．0―2：17．9―2：29．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルアイザック �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー 2011．10．23 京都7着

2009．4．19生 牡4黒鹿 母 アイアイサクラ 母母 ラウレルシーダー 17戦3勝 賞金 36，037，000円
〔制裁〕 アドマイヤネアルコ号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

11048 4月14日 晴 良 （25福島1）第4日 第12競走 ��1，800�
こ お り

桑 折 特 別
発走16時00分 （芝・右）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，55�
賞 品

本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：44．1

良
良

816 ミヤコマンハッタン 牝4鹿 55 吉田 隼人吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 478－ 21：48．4 3．1�
714 ヤ ヤ ラ ー ラ 牝4鹿 55 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430± 01：48．5� 27．6�
59 ストラスペイ 牝4鹿 55 伊藤 工真 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 480＋141：48．6� 15．0�
24 シャドウライフ 牝4黒鹿55 高倉 稜飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448－ 21：48．7� 6．2�
611 トーセンオーラ 牝4鹿 55 丸田 恭介島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 6 〃 クビ 4．9	
36 ソロデビュー 牝4黒鹿55 西村 太一�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 498＋101：48．8クビ 9．3

23 エクセレントブルー 牝5鹿 55 杉原 誠人 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 466－ 41：48．9� 27．2�
612� アルティメイトラブ 牝4黒鹿55 今野 忠成 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 458－12 〃 クビ 49．9

（川崎）

815 マイネエミリー 牝4鹿 55 丹内 祐次 �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 398－ 61：49．0クビ 93．9�

11 � エレガンテココ 牝5青 55 嶋田 純次岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 城地 清満 436＋ 41：49．21� 186．2�
12 ヴェリタスローズ 牝6青 55 藤岡 康太松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 438－101：49．3� 64．0�
510 マリアビスティー 牝5黒鹿55 中井 裕二備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 496＋101：49．4クビ 14．9�
35 レッドルイーザ 牝4栗 55 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 戸川牧場 472＋181：49．61� 8．8�
713 ウ ア ジ ェ ト 牝5黒鹿55 松田 大作岡 浩二氏 清水 出美 浦河 辻 牧場 496－ 61：50．02� 16．2�
48 デラコリーナ 牝5鹿 55 大野 拓弥 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 安平 追分ファーム 470－161：50．1クビ 100．5�
47 ロゼシャンパーニュ 牝4黒鹿55 鮫島 良太大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 406＋ 2 〃 クビ 45．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，833，100円 複勝： 40，991，600円 枠連： 23，052，300円
馬連： 72，128，100円 馬単： 43，416，800円 ワイド： 31，125，400円
3連複： 97，241，000円 3連単： 174，010，500円 計： 509，798，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 670円 � 480円 枠 連（7－8） 1，810円

馬 連 �� 5，660円 馬 単 �� 8，790円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 1，120円 �� 4，550円

3 連 複 ��� 23，870円 3 連 単 ��� 113，150円

票 数

単勝票数 計 278331 的中 � 70990（1番人気）
複勝票数 計 409916 的中 � 97237（1番人気）� 12878（10番人気）� 18948（8番人気）
枠連票数 計 230523 的中 （7－8） 9427（10番人気）
馬連票数 計 721281 的中 �� 9409（21番人気）
馬単票数 計 434168 的中 �� 3648（34番人気）
ワイド票数 計 311254 的中 �� 4692（20番人気）�� 7064（12番人気）�� 1640（50番人気）
3連複票数 計 972410 的中 ��� 3007（77番人気）
3連単票数 計1740105 的中 ��� 1135（364番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―12．1―12．8―12．3―12．1―12．2―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―22．8―34．9―47．7―1：00．0―1：12．1―1：24．3―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ミヤコマンハッタン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2011．6．19 中山2着

2009．3．30生 牝4鹿 母 ハッピースキャット 母母 シンミスチーフ 16戦2勝 賞金 35，856，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ヤヤラーラ号の騎手丸山元気は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 チェルカトローバ号
（非抽選馬） 1頭 セイルアゲン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３レース目



（25福島1）第4日 4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 183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 手 当

155，940，000円
2，080，000円
6，890，000円
1，530，000円
14，030，000円
63，125，500円
4，732，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
190，909，400円
302，392，100円
144，764，000円
440，420，100円
293，487，400円
210，134，800円
614，153，200円
1，071，469，800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 3，267，730，800円

総入場人員 12，729名 （有料入場人員 10，712名）
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