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11049 4月20日 晴 良 （25福島1）第5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

11 ディレットリーチェ 牝3栗 54 福永 祐一飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B490＋ 41：48．8 2．8�
58 スプリングデジレ 牝3鹿 54 高倉 稜加藤 春夫氏 目野 哲也 様似 清水 誠一 444－10 〃 クビ 4．4�
59 メイショウポピュラ 牝3栗 54 蛯名 正義松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 日の出牧場 422＋ 41：48．9クビ 17．2�
47 ジンジャーミスト 牝3鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 438＋ 81：49．22 5．0�
712 プ ル ー フ 牝3栗 54 吉田 隼人近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 426－ 4 〃 ハナ 20．5�
34 スイスイスーウィ 牝3芦 54 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新冠 松浦牧場 B454－ 4 〃 ハナ 31．5	
22 ペプチドアメジスト 牝3栗 54 中舘 英二沼川 一彦氏 伊藤 圭三 新ひだか 沖田 博志 472－ 21：49．62� 13．2

814 ニュートロンスター 牝3青鹿 54

52 △嶋田 純次山上 和良氏 堀井 雅広 日高 高山牧場 468－ 61：49．81� 7．1�
46 キセキノチャンス 牝3栗 54 丸田 恭介深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 478＋ 41：49．9� 15．0�
611 フ レ ン ズ 牝3芦 54 川須 栄彦林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 458－141：50．43 125．2
35 ト リ ロ ジ ー 牝3青鹿54 勝浦 正樹 H.H．シェイク・ハムダン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋ 21：50．5クビ 55．3�
815 ジョリファム 牝3青鹿54 丸山 元気石瀬 浩三氏 大竹 正博 洞爺湖 メジロ牧場 442± 01：51．13� 90．9�
610 ケージーナデシコ 牝3芦 54 鮫島 良太川井 五郎氏 鮫島 一歩 新冠 岩見牧場 514 ―1：52．27 133．3�
23 タカネナデシコ 牝3芦 54 柴山 雄一畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社

ラークヒルズ 460＋10 〃 クビ 148．4�
713 ア マ ネ セ ル 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 442－ 21：52．83� 401．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 11，146，600円 複勝： 21，481，400円 枠連： 7，533，000円
馬連： 24，028，100円 馬単： 17，673，100円 ワイド： 13，325，100円
3連複： 37，863，700円 3連単： 56，775，300円 計： 189，826，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 150円 � 320円 枠 連（1－5） 450円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 290円 �� 670円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 7，340円

票 数

単勝票数 計 111466 的中 � 31840（1番人気）
複勝票数 計 214814 的中 � 50140（1番人気）� 43192（2番人気）� 12475（7番人気）
枠連票数 計 75330 的中 （1－5） 12563（1番人気）
馬連票数 計 240281 的中 �� 28247（1番人気）
馬単票数 計 176731 的中 �� 11594（1番人気）
ワイド票数 計 133251 的中 �� 13139（1番人気）�� 4700（7番人気）�� 3371（12番人気）
3連複票数 計 378637 的中 ��� 12081（4番人気）
3連単票数 計 567753 的中 ��� 5713（8番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．5―12．4―13．7―13．1―13．3―12．9―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．0―42．4―56．1―1：09．2―1：22．5―1：35．4

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

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

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

勝馬の
紹 介

ディレットリーチェ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．9．16 阪神3着

2010．2．11生 牝3栗 母 ブロンコーネ 母母 ミセスビクトリア 8戦1勝 賞金 9，550，000円

11050 4月20日 晴 良 （25福島1）第5日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時20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

46 マイネルランスタン 牡3栗 56 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 450± 02：00．7 5．9�

23 ショウナンバーキン 牝3青 54 福永 祐一国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 454＋ 42：01．23 1．7�
712 タカラプリンス 牡3黒鹿56 内田 博幸村山 義男氏 国枝 栄 新冠 大栄牧場 466± 02：01．41� 4．9�
22 シャルパンテ 牡3栗 56

54 △嶋田 純次岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか タイヘイ牧場 480－102：02．14 87．0�
11 ミラクレスト 牡3青鹿56 高倉 稜 �サンデーレーシング 岡田 稲男 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 494－ 22：02．2� 27．7	
58 コスモフルーリング 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新ひだか 川端牧場 380＋182：02．3クビ 179．7

713 ナンヨーノキョー 牝3黒鹿54 川須 栄彦中村 德也氏 小笠 倫弘 浦河 三好牧場 426＋ 2 〃 アタマ 63．7�
814 クリノアンナプルナ 牝3鹿 54 鮫島 良太栗本 博晴氏 日吉 正和 新冠 柏木 一則 412－16 〃 アタマ 173．0�
611 スピリットサムライ 牡3青鹿56 大野 拓弥西村新一郎氏 和田 雄二 むかわ 貞広 賢治 462± 02：02．51� 79．5
47 メイショウミヤジマ 牝3黒鹿54 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 432＋ 2 〃 クビ 97．9�
815 プリズンブレーク 牡3青 56 丸田 恭介細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 中本 隆志 B430－ 22：02．6� 10．9�
34 メリオンジョー 牝3黒鹿54 田中 博康冨沢 敦子氏 畠山 重則 新ひだか 矢野牧場 458－ 4 〃 アタマ 445．4�
59 カシマシャドウ 牡3黒鹿56 中谷 雄太松浦 一久氏 畠山 重則 浦河 信成牧場 430± 02：02．92 223．6�
610 ロードクレセント 牡3芦 56 津村 明秀 �ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム B490－ 8 〃 ハナ 11．5�
35 ベロセットレコード 牡3鹿 56 西田雄一郎塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 B482－ 22：03．53� 127．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，562，800円 複勝： 43，255，400円 枠連： 6，616，800円
馬連： 20，865，900円 馬単： 19，087，200円 ワイド： 11，612，700円
3連複： 28，714，800円 3連単： 58，367，400円 計： 202，083，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 140円 � 110円 � 130円 枠 連（2－4） 380円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 150円 �� 270円 �� 180円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 4，080円

票 数

単勝票数 計 135628 的中 � 18152（3番人気）
複勝票数 計 432554 的中 � 39070（3番人気）� 289083（1番人気）� 42466（2番人気）
枠連票数 計 66168 的中 （2－4） 12985（2番人気）
馬連票数 計 208659 的中 �� 42385（2番人気）
馬単票数 計 190872 的中 �� 11863（4番人気）
ワイド票数 計 116127 的中 �� 23083（1番人気）�� 8621（3番人気）�� 16028（2番人気）
3連複票数 計 287148 的中 ��� 44973（1番人気）
3連単票数 計 583674 的中 ��� 10565（7番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．5―12．1―12．9―12．9―12．0―12．1―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―35．1―47．2―1：00．1―1：13．0―1：25．0―1：37．1―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルランスタン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ムタファーウエク デビュー 2012．6．24 函館6着

2010．5．2生 牡3栗 母 マイネシャリマー 母母 オールフォーゲラン 8戦1勝 賞金 6，800，000円
※メリオンジョー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 福島競馬 第５日



11051 4月20日 晴 良 （25福島1）第5日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時50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

46 ケイアイホクトセイ 牡3鹿 56 勝浦 正樹亀田 和弘氏 和田 正道 新ひだか 松田牧場 498＋ 61：47．9 1．8�
35 セルリアンサーロス 牡3栗 56 鮫島 良太�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 492－ 21：48．11� 12．6�
59 ブラックシャリオ 牡3黒鹿56 福永 祐一�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 笹地牧場 484－ 81：48．2� 14．1�
11 シークレットゾーン 牡3鹿 56 丸田 恭介小林 久義氏 鈴木 孝志 新ひだか 神垣 道弘 496－ 41：48．62� 29．7�
712 サイレンスバード 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 482± 01：49．02� 10．7�
23 ヒキャクノアシ 牡3鹿 56 丸山 元気小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 454－ 21：49．32 5．8	
610 アサクサライジン 牡3栗 56 柴山 雄一田原 慶子氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 470＋ 21：49．4クビ 15．2

611 コスモデスタン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 488＋161：49．72 12．0�
34 ピースワントゥルー 牡3鹿 56 西田雄一郎長谷川成利氏 大竹 正博 厚真 大川牧場 500± 01：49．91� 41．5�
58 タカライーグル 牡3鹿 56

54 △中井 裕二村山 義男氏 北出 成人 新冠 大栄牧場 482± 01：50．11� 27．1
713 トップトライ 牡3黒鹿56 吉田 隼人�コオロ 萱野 浩二 新冠 ムラカミファーム 460－ 61：50．73� 338．1�
815 フットパース 牡3栗 56 津村 明秀石瀬 浩三氏 小野 次郎 日高 鹿戸 武光 482＋181：50．91� 126．0�
22 クリノサガルマータ 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 新冠 長浜牧場 444＋ 41：51．32� 344．6�
47 ウィザードリー 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 奥平 雅士 浦河 細道牧場 498 ―1：55．1大差 159．8�

（14頭）
814 テラノアパッチ 牡3芦 56

53 ▲長岡 禎仁寺田 寿男氏 清水 出美 安平 追分ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 13，728，200円 複勝： 39，108，200円 枠連： 7，640，700円
馬連： 22，712，000円 馬単： 19，206，400円 ワイド： 13，272，700円
3連複： 30，741，500円 3連単： 58，958，300円 計： 205，368，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 250円 � 350円 枠 連（3－4） 790円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 300円 �� 520円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 3，590円 3 連 単 ��� 11，230円

票 数

単勝票数 計 137282 的中 � 63453（1番人気）
複勝票数 計 391082 的中 � 233781（1番人気）� 21942（3番人気）� 13550（7番人気）
枠連票数 計 76407 的中 （3－4） 7216（3番人気）
馬連票数 計 227120 的中 �� 20822（2番人気）
馬単票数 計 192064 的中 �� 11847（3番人気）
ワイド票数 計 132727 的中 �� 12751（2番人気）�� 6221（6番人気）�� 1500（25番人気）
3連複票数 計 307415 的中 ��� 6322（14番人気）
3連単票数 計 589583 的中 ��� 3875（31番人気）

ハロンタイム 7．2―12．1―12．9―13．3―12．9―11．8―12．2―12．5―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―19．3―32．2―45．5―58．4―1：10．2―1：22．4―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイホクトセイ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．8．11 新潟9着

2010．4．23生 牡3鹿 母 ワンダーキャット 母母 One Great Lady 9戦1勝 賞金 14，300，000円
〔出走取消〕 テラノアパッチ号は，疾病〔左前肢挫創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウィザードリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月20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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ノアオーカン号
（非抽選馬） 2頭 アルカサーバ号・キャラ号

11052 4月20日 晴 良 （25福島1）第5日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時20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

612 ミ ニ 牡3黒鹿56 高倉 稜金井 順一氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 464± 01：10．0 2．5�
36 レーヴドプランス 牡3鹿 56 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 浦河 ガーベラパー

クスタツド 482＋ 21：10．21� 10．5�
816 ルーセブラック 牝3黒鹿54 大野 拓弥池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 クビ 19．0�
611 ラブジョーイ 牝3青鹿54 伊藤 工真増田 陽一氏 星野 忍 新冠 中地 義次 424－ 21：10．41 30．7�
12 ナデシコホマレ 牝3栗 54 黛 弘人 �ローレルレーシング 矢野 照正 日高 春木 昭雄 448＋ 21：10．5� 154．9�
23 � ココロノスポーツ 牝3鹿 54 田中 博康スリースターズレーシング 木村 哲也 米 John C.

Oxley 468＋ 4 〃 アタマ 6．6	
48 エクスブルグ 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁前原 敏行氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 466± 0 〃 ハナ 9．5

59 ス タ ー ボ ウ 牝3鹿 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 高橋 裕 新冠 タニグチ牧場 464＋121：10．6� 12．1�
815 ハーツコンセンサス 牝3青鹿 54

52 △中井 裕二 �サンデーレーシング 石坂 正 新冠 追分ファーム 452－ 21：10．7クビ 17．3
11 ウチケンジェーニオ 牡3栗 56 蛯名 正義内田 健一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 442－ 21：10．8� 14．7�
47 イ ク ラ ン 牡3栗 56 津村 明秀�ミルファーム 小野 次郎 浦河 ミルファーム 458＋ 61：10．9� 44．0�
24 サクラトップカフェ 牝3鹿 54 川須 栄彦櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 浦河 桑田牧場 430＋101：11．0� 35．7�
510 スマートパスポート 牝3鹿 54 福永 祐一大川 徹氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 438＋141：11．1� 8．2�
35 アクアブルーサニー 牡3鹿 56 勝浦 正樹佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 478－ 21：11．31	 65．9�
713 ビ ジ ン ダ ネ 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠坪野谷和平氏 和田 雄二 新冠 川上牧場 436 ―1：12．15 199．6�
714 トウカイメイク 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太内村 正則氏 高柳 瑞樹 浦河 岡部牧場 436＋101：12．42 229．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，953，600円 複勝： 22，265，800円 枠連： 8，627，400円
馬連： 22，392，500円 馬単： 16，870，100円 ワイド： 12，913，800円
3連複： 33，652，000円 3連単： 52，915，700円 計： 183，590，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 330円 � 490円 枠 連（3－6） 1，200円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，030円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 9，110円 3 連 単 ��� 36，470円

票 数

単勝票数 計 139536 的中 � 45770（1番人気）
複勝票数 計 222658 的中 � 66463（1番人気）� 14443（6番人気）� 8847（8番人気）
枠連票数 計 86274 的中 （3－6） 5333（6番人気）
馬連票数 計 223925 的中 �� 10616（6番人気）
馬単票数 計 168701 的中 �� 4905（8番人気）
ワイド票数 計 129138 的中 �� 5528（6番人気）�� 3103（8番人気）�� 1136（33番人気）
3連複票数 計 336520 的中 ��� 2729（28番人気）
3連単票数 計 529157 的中 ��� 1071（95番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．4―11．7―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．7―46．4―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ニ �
�
父 サムライハート �

�
母父 トワイニング デビュー 2012．8．19 小倉2着

2010．4．13生 牡3黒鹿 母 エリモリリパット 母母 ペ リ ド ッ ト 10戦1勝 賞金 12，550，000円
※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） 2頭 グンシン号・リワードランフォス号
（非抽選馬） 2頭 コウエイターボ号・マイネライムライト号



11053 4月20日 晴 良 （25福島1）第5日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時50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
1：45．3
1：44．1

良
良

23 ヤマニンアルゴシー 牡3栗 56 内田 博幸土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 462＋ 21：50．8 2．3�
510 ミシシッピデルタ 牡3芦 56 柴山 雄一難波 経雄氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 460－101：51．33 15．9�
816 ウインノーヴァ 牝3青鹿54 C．デムーロ�ウイン 高橋 祥泰 浦河 上山牧場 424＋ 41：51．4� 10．7�

（伊）

47 ロングボンズ 牝3黒鹿 54
52 △中井 裕二中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 420＋ 8 〃 ハナ 10．6�

612 クーファゲルニカ 牝3青 54 福永 祐一大迫久美子氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：51．61� 3．3�
815 クラウンセシリア 牝3黒鹿54 中谷 雄太矢野 悦三氏 松永 康利 新冠 浜口牧場 446－10 〃 アタマ 314．5	
611 キョウワナイト 牡3鹿 56 川須 栄彦
協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 462± 0 〃 クビ 265．7�
48 オ ベ レ ッ ク 牡3鹿 56 柴田 大知片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 468－ 81：51．81� 94．7�
11 ア ス カ メ イ 牝3鹿 54 丸山 元気上野 武氏 本間 忍 新ひだか 片山牧場 486－ 21：52．01� 93．8
24 コンチェルティーノ 牝3青鹿54 吉田 隼人 
キャロットファーム 高木 登 千歳 社台ファーム 482± 01：52．1	 41．1�
36 ダイワマークスマン 牡3栗 56 大野 拓弥大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 474－161：52．2	 14．4�
59 ビッグガーネット 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次
ビッグ 松永 幹夫 日高 ナカノファーム 466＋141：52．62	 279．4�
35 ヒロスマイル 牝3鹿 54 伊藤 工真富岡 博氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 436± 01：53．13 255．8�
714 ショウナンマリッジ 牝3鹿 54 中舘 英二国本 哲秀氏 伊藤 大士 日高 中原牧場 422－101：53．2	 620．0�
12 グ ラ ッ ソ 牡3栗 56 高倉 稜藤田 孟司氏 大根田裕之 宮城 佐藤 和夫 496＋ 71：53．3	 152．3�
713 フレッシュドール 牝3鹿 54 蛯名 正義
下河辺牧場 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 482－ 81：53．4	 8．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，520，500円 複勝： 25，067，000円 枠連： 8，085，900円
馬連： 27，632，400円 馬単： 22，321，800円 ワイド： 15，269，100円
3連複： 39，276，500円 3連単： 70，831，600円 計： 225，004，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 320円 � 270円 枠 連（2－5） 1，380円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 650円 �� 440円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 15，680円

票 数

単勝票数 計 165205 的中 � 58779（1番人気）
複勝票数 計 250670 的中 � 89412（1番人気）� 14549（7番人気）� 18507（5番人気）
枠連票数 計 80859 的中 （2－5） 4353（6番人気）
馬連票数 計 276324 的中 �� 13206（7番人気）
馬単票数 計 223218 的中 �� 7105（6番人気）
ワイド票数 計 152691 的中 �� 5854（8番人気）�� 9265（3番人気）�� 2018（19番人気）
3連複票数 計 392765 的中 ��� 8307（11番人気）
3連単票数 計 708316 的中 ��� 3335（42番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．3―13．5―13．2―12．6―12．0―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．7―50．2―1：03．4―1：16．0―1：28．0―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F34．8
1
3
3（16，15）（1，12）4，14（2，7）（10，11）－8（6，9）13，5
3（16，15）1（12，14）（4，7，10，11）13（2，8，9）6－5

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンアルゴシー �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2012．11．3 東京9着

2010．3．12生 牡3栗 母 ヤマニンジャルダン 母母 ヤマニンカーニバル 6戦1勝 賞金 11，600，000円
〔制裁〕 ミシシッピデルタ号の騎手柴山雄一は，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：11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 エイシンラムダ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11054 4月20日 晴 良 （25福島1）第5日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時40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
2：30．2
2：28．6

重
不良

712 トニーポケット 牡4鹿 57 C．デムーロ 藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー
ム新冠支場 468－ 22：35．5 3．9�

（伊）

22 マイネルティンラン 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 462± 02：36．13� 5．5�

34 ステップアヘッド 牡4鹿 57 西村 太一松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 514－ 82：36．63 5．2�
59 キングオブフェイス 牡5栗 57

55 △中井 裕二西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 502± 02：37．02� 43．2�
46 メイショウシャイン 牡6鹿 57 川須 栄彦松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 478－ 42：37．21� 15．6�
611 ラ グ ナ ロ ク �7黒鹿57 丸田 恭介岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B486± 0 〃 クビ 51．6	
815 モ ネ ロ 牡4鹿 57 古川 吉洋上野 直樹氏 小野 次郎 日高 浦新 徳司 B444－ 42：37．3クビ 16．1

713 タイソンバローズ 牡5栗 57 内田 博幸猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B482－ 22：37．4� 4．2�
610	 カムイビスティー 牡4鹿 57 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 452－ 72：37．61� 37．5�
35 	 テーオーダンシング �6鹿 57 高倉 稜小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 528± 02：37．7� 10．1
11 	 ナンヨーヤシマ 牡4青鹿57 津村 明秀中村 德也氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 514± 02：37．8
 33．0�
814	 リワードレブロン 牡5鹿 57 大野 拓弥宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 478－ 52：38．01 21．1�
23 ジャストザシーズン 牡6鹿 57 柴山 雄一ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 474－ 82：38．1
 78．9�
47 	 ボ タ モ チ 牡4鹿 57

54 ▲山崎 亮誠中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 444＋ 2 〃 クビ 200．2�
58 ヨドノエース 牡4黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁海原 聖一氏 高橋 義博 平取 高橋 啓 462－ 62：38．52� 378．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 12，595，400円 複勝： 21，268，000円 枠連： 9，934，300円
馬連： 22，754，700円 馬単： 15，973，500円 ワイド： 12，684，900円
3連複： 33，010，600円 3連単： 52，599，400円 計： 180，820，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 170円 � 170円 枠 連（2－7） 610円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 430円 �� 320円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 7，870円

票 数

単勝票数 計 125954 的中 � 25796（1番人気）
複勝票数 計 212680 的中 � 38078（1番人気）� 33672（2番人気）� 32974（3番人気）
枠連票数 計 99343 的中 （2－7） 12026（2番人気）
馬連票数 計 227547 的中 �� 15707（3番人気）
馬単票数 計 159735 的中 �� 7023（2番人気）
ワイド票数 計 126849 的中 �� 7260（3番人気）�� 10458（1番人気）�� 5329（5番人気）
3連複票数 計 330106 的中 ��� 13031（1番人気）
3連単票数 計 525994 的中 ��� 4938（2番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―13．6―13．9―13．8―14．1―13．8―12．7―11．8―12．4―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．0―38．6―52．5―1：06．3―1：20．4―1：34．2―1：46．9―1：58．7―2：11．1―2：23．1

コーナー
通過順位

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

トニーポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．1．9 京都3着

2009．3．22生 牡4鹿 母 デビルインマインド 母母 シーキングロイヤル 11戦2勝 賞金 19，140，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



11055 4月20日 晴 良 （25福島1）第5日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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

59 � コウヨウアレス 牡4青鹿57 内田 博幸寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 480－ 21：09．2 3．1�
11 エーシンエムディー 牝4黒鹿55 福永 祐一�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 454＋ 41：09．3� 2．4�
47 マックスストレイン 牡6栗 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 41：09．51� 30．0�
714 マ カ ハ 牡4鹿 57 C．デムーロ 広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B462－ 8 〃 クビ 4．8�

（伊）

510 ノ ア ノ ア 牝5芦 55
53 △中井 裕二M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 500± 01：09．71� 18．4�

35 エレガントタイム 牝4黒鹿55 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 新冠 川上牧場 426＋ 21：09．8クビ 93．1	
713 ケイツーノース 牝6栗 55 丸田 恭介楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 502＋ 21：09．9� 13．6

24 � アカネチャン 牝4鹿 55 荻野 要泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 坂本牧場 446± 01：10．11� 178．1�
612� イッセキニチョウ 牡4鹿 57 勝浦 正樹山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 460－ 6 〃 ハナ 23．3�
12 � リバーデュランダル 牡4栗 57

54 ▲城戸 義政河越 武治氏 作田 誠二 浦河 山春牧場 396－111：10．31� 181．8
48 � ドクトルコスモ 牝4栗 55

52 ▲山崎 亮誠湯澤 寛氏 松永 康利 浦河 畔高牧場 434＋121：10．4� 359．6�
36 � エヌワイグレース 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁サンアンドコム 武藤 善則 新ひだか 前川牧場 476－ 4 〃 アタマ 195．1�
611 サンキストビーチ 牝5鹿 55 松岡 正海新木 鈴子氏 成島 英春 浦河 ヒダカフアーム 432－ 61：10．72 51．7�
816 シンデンアラタ 牡4黒鹿57 柴田 大知神田 通博氏 和田 雄二 新ひだか 落合 一巳 510＋ 61：10．91� 353．8�
815� スリーバリアント 牡5鹿 57 柴山 雄一永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 B492± 01：11．0� 159．5�
23 サンライズクラウド 牡4鹿 57 高倉 稜松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 B534± 01：11．1クビ 23．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，610，900円 複勝： 21，258，600円 枠連： 9，224，000円
馬連： 23，330，600円 馬単： 19，844，900円 ワイド： 13，649，000円
3連複： 35，306，800円 3連単： 63，886，300円 計： 203，111，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 130円 � 450円 枠 連（1－5） 320円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，410円 �� 920円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 13，110円

票 数

単勝票数 計 166109 的中 � 43335（2番人気）
複勝票数 計 212586 的中 � 42896（2番人気）� 56938（1番人気）� 7954（8番人気）
枠連票数 計 92240 的中 （1－5） 21426（1番人気）
馬連票数 計 233306 的中 �� 40053（1番人気）
馬単票数 計 198449 的中 �� 14856（2番人気）
ワイド票数 計 136490 的中 �� 20434（1番人気）�� 2044（18番人気）�� 3237（11番人気）
3連複票数 計 353068 的中 ��� 7691（11番人気）
3連単票数 計 638863 的中 ��� 3598（29番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―11．5―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．6―46．1―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．6
3 15，9，14（6，7，13）（1，5）（10，12）（4，11）8（2，3）－16 4 ・（15，9）（7，14）（6，1，13）（5，12）（10，11）4（2，8，3）－16

勝馬の
紹 介

�コウヨウアレス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Forty Niner

2009．3．18生 牡4青鹿 母 フォーティース 母母 Book Collector 6戦1勝 賞金 12，020，000円
初出走 JRA

※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 キボウノチカラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11056 4月20日 晴 良 （25福島1）第5日 第8競走 ��1，150�サラブレッド系4歳以上
発走13時40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

12 ヒカルソラフネ 牡4鹿 57 吉田 隼人髙橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 482± 01：08．5 6．2�
11 トウカイチャーム 牡5栗 57

55 △嶋田 純次内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 476－ 21：08．82 3．2�
35 � アランルース �5栃栗57 大野 拓弥�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 448－ 61：08．9� 7．6�
510 サ ル ジ ュ 牡5芦 57 松岡 正海福島 実氏 岩戸 孝樹 新ひだか 佐竹 学 B502± 01：09．22 3．3�
23 シークレットアーム 牡4鹿 57 川須 栄彦�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 506－ 61：09．3クビ 18．0�
24 � ク ー デ タ ー 牡4黒鹿57 福永 祐一杉立 恭平氏 川村 禎彦 平取 二風谷ファーム 466＋ 41：09．4	 9．9	
47 � エ ク セ ラ ン 牡4鹿 57 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか グランド牧場 458－ 2 〃 ハナ 56．4

612� スカイアクセス �4鹿 57 西村 太一�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 522＋ 6 〃 ハナ 99．8�
36 シ ム ー ン 牡4鹿 57 西田雄一郎�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム 492－ 21：09．61
 137．0�
816 ハクユウリリー 牝4栗 55 中舘 英二 H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 416－ 81：09．7クビ 56．7�
59 � ジュドポーム 牝4鹿 55

53 △中井 裕二 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 448± 01：10．33� 30．0�
713� ストロングレグナム 牡5栗 57 柴田 大知村木 篤氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B442－101：10．61	 389．8�
815 キンシツーストン 牡4鹿 57 丸田 恭介若草クラブ 浅見 秀一 様似 ホウセイ牧場 480－ 6 〃 クビ 109．8�
48 � メイショウヨシミツ 牡4栗 57 古川 吉洋松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 450＋ 61：10．7クビ 140．3�
611 メイショウアルザス 牡4鹿 57 高倉 稜松本 好�氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 450＋ 21：10．8� 12．4�
714 キングスウィープ 牡7青鹿 57

54 ▲山崎 亮誠増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 B472－ 2 〃 クビ 85．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，490，800円 複勝： 20，822，500円 枠連： 9，946，300円
馬連： 25，568，100円 馬単： 18，886，000円 ワイド： 14，332，000円
3連複： 36，812，500円 3連単： 64，712，800円 計： 205，571，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 140円 � 200円 枠 連（1－1） 990円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 390円 �� 700円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 11，610円

票 数

単勝票数 計 144908 的中 � 18490（3番人気）
複勝票数 計 208225 的中 � 28527（3番人気）� 48116（1番人気）� 25146（4番人気）
枠連票数 計 99463 的中 （1－1） 7464（4番人気）
馬連票数 計 255681 的中 �� 18901（3番人気）
馬単票数 計 188860 的中 �� 6410（5番人気）
ワイド票数 計 143320 的中 �� 9607（2番人気）�� 4834（8番人気）�� 7533（5番人気）
3連複票数 計 368125 的中 ��� 14489（3番人気）
3連単票数 計 647128 的中 ��� 4117（20番人気）

ハロンタイム 9．5―11．1―11．4―12．0―12．1―12．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．6―32．0―44．0―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカルソラフネ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2011．8．13 新潟12着

2009．1．30生 牡4鹿 母 スペシャライズ 母母 スペシャルアラート 14戦2勝 賞金 24，070，000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 キクノラフィカ号



11057 4月20日 晴 良 （25福島1）第5日 第9競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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
1：57．8
1：56．1

良
良

814 ルミナスレッド 牝4鹿 55 松岡 正海岡田 牧雄氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 62：01．5 9．5�
57 � キ ワ ミ 牝4鹿 55 蛯名 正義�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 438± 02：01．81� 14．6�
22 マイネマキアージュ 牝4黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 434＋ 42：02．12 27．6�
11 アルアマーナ 牝4鹿 55

53 △中井 裕二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム 424－ 42：02．2� 5．4�
34 プリュムローズ 牝4鹿 55 古川 吉洋野島 春男氏 庄野 靖志 日高 野島牧場 460＋ 4 〃 クビ 13．0	
610� スターリットスカイ 牝5栗 55 高倉 稜永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 466± 02：02．3クビ 12．8

712 ア ソ ル ー タ 牝5栗 55 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 452± 0 〃 クビ 32．9�
46 パッシフローラ 牝4鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 430± 02：02．4� 3．6�
813 アンスポークン 牝4鹿 55 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 42：02．61� 4．0
69 サクセスシルエット 牝5鹿 55 吉田 隼人髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 416＋ 2 〃 アタマ 19．0�
45 クリノメダリスト 牝7栗 55 内田 博幸栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 444＋ 42：02．81 21．6�
711� サンマルダーム 牝4栗 55

53 △嶋田 純次相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 416－102：03．11� 276．5�
58 エムアイチャンドラ 牝4栗 55 柴山 雄一礒川 正明氏 松永 康利 日高 下河辺牧場 458－ 22：03．2� 87．7�
33 アラマサコマンダー 牝5鹿 55 勝浦 正樹�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 428－ 22：03．51� 30．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，679，000円 複勝： 26，828，600円 枠連： 12，650，300円
馬連： 33，375，600円 馬単： 22，377，800円 ワイド： 16，984，200円
3連複： 48，237，100円 3連単： 83，212，000円 計： 261，344，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 300円 � 460円 � 750円 枠 連（5－8） 1，550円

馬 連 �� 5，210円 馬 単 �� 11，590円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 3，510円 �� 3，760円

3 連 複 ��� 39，740円 3 連 単 ��� 184，420円

票 数

単勝票数 計 176790 的中 � 14789（4番人気）
複勝票数 計 268286 的中 � 26076（4番人気）� 15351（7番人気）� 8705（11番人気）
枠連票数 計 126503 的中 （5－8） 6047（8番人気）
馬連票数 計 333756 的中 �� 4730（23番人気）
馬単票数 計 223778 的中 �� 1425（48番人気）
ワイド票数 計 169842 的中 �� 2293（25番人気）�� 1186（45番人気）�� 1103（49番人気）
3連複票数 計 482371 的中 ��� 896（135番人気）
3連単票数 計 832120 的中 ��� 333（649番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―35．8―48．3―1：01．7―1：14．5―1：26．5―1：38．2―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルミナスレッド �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2012．1．5 中山9着

2009．3．19生 牝4鹿 母 マンジュデンレッド 母母 マンジユデンレデイ 18戦2勝 賞金 20，038，000円

11058 4月20日 晴 良 （25福島1）第5日 第10競走 ��
��1，200�

ふしおがみ

伏 拝 特 別
発走14時50分 （芝・右）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

713 バクシンテイオー 牡4鹿 57 内田 博幸林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 462－ 61：09．4 4．4�
35 � レディオスソープ 牝5栗 55 勝浦 正樹大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 478－101：09．61 6．3�
47 ローレルエナジー 牡4黒鹿57 木幡 初広 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 協和牧場 508± 0 〃 アタマ 21．1�
612 ジャストザブレイン 牡4鹿 57 古川 吉洋ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 浦河 有限会社

吉田ファーム 458－ 61：09．81	 20．9�
611 パシオンルージュ 牝5鹿 55 津村 明秀吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 474＋ 6 〃 アタマ 13．7�
59 サウスビクトル 牡4黒鹿57 柴山 雄一南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 462± 0 〃 クビ 5．2	
510 アズマスターフィー 牡4黒鹿57 西田雄一郎藤田 秀行氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 B476± 01：09．9
 109．3

816� エステージャ 牝4芦 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 森 俊雄 420＋12 〃 クビ 168．4�
11 ダノンエレガント 牝4鹿 55 吉田 隼人�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 450＋ 21：10．0クビ 3．2�
815 メイショウセトウチ 牡5鹿 57 丸田 恭介松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 454－ 61：10．31
 92．2
23 � ドントゥリバーレ �4鹿 57 川須 栄彦加藤 誠氏 中竹 和也 米 Charlotte

M. Wrather 476－121：10．62 47．5�
36 ヘリオスフィア 牡4黒鹿57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B472± 0 〃 クビ 37．8�
714 トランドネージュ 牝4栗 55 松岡 正海 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム 486－ 6 〃 ハナ 17．4�
48 パワーヒッター 牡4鹿 57 中谷 雄太丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 490－ 21：10．81	 43．4�
24 ナガレボシイチバン 牡6鹿 57 伊藤 工真尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 小倉 光博 470－ 41：10．9クビ 26．0�
12 � オ マ モ リ 牡4黒鹿57 高倉 稜小田切有一氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 446± 01：11．43 100．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，484，300円 複勝： 34，156，600円 枠連： 13，884，500円
馬連： 47，405，200円 馬単： 29，853，300円 ワイド： 22，363，800円
3連複： 67，190，900円 3連単： 117，607，200円 計： 351，945，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 240円 � 240円 � 570円 枠 連（3－7） 1，390円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 780円 �� 2，570円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 15，060円 3 連 単 ��� 51，850円

票 数

単勝票数 計 194843 的中 � 35322（2番人気）
複勝票数 計 341566 的中 � 40900（3番人気）� 40078（4番人気）� 13632（7番人気）
枠連票数 計 138845 的中 （3－7） 7380（7番人気）
馬連票数 計 474052 的中 �� 19340（6番人気）
馬単票数 計 298533 的中 �� 6582（12番人気）
ワイド票数 計 223638 的中 �� 7407（7番人気）�� 2097（31番人気）�� 2024（32番人気）
3連複票数 計 671909 的中 ��� 3293（45番人気）
3連単票数 計1176072 的中 ��� 1674（144番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．0―11．6―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．8―45．4―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バクシンテイオー �
�
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 2012．5．26 東京1着

2009．4．10生 牡4鹿 母 アウトオブザウィム 母母 ライフアウトゼア 5戦2勝 賞金 17，004，000円



11059 4月20日 曇 良 （25福島1）第5日 第11競走 ��
��1，800�第10回福島牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
牝，4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：53�，収得賞金
1，600万円毎1�増，�：55�，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

福島県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：44．1

良
良

46 オールザットジャズ 牝5鹿 54 C．デムーロ 市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 466－ 41：46．4 2．6�
（伊）

610 マイネイサベル 牝5鹿 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 484＋14 〃 クビ 6．6�

35 ピュアブリーゼ 牝5栗 53 古川 吉洋 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：46．5クビ 48．4�
814 アロマティコ 牝4栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 458－12 〃 ハナ 3．4�
47 オメガハートランド 牝4鹿 54 内田 博幸原 	子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 420－ 41：46．6
 9．8	
713 ゴールデンナンバー 牝4栗 53 大野 拓弥池谷 誠一氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋10 〃 ハナ 23．2

815 マイネオーチャード 牝5栗 53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム 462＋ 61：47．23� 48．6�
712 ミッドサマーフェア 牝4青鹿55 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 4 〃 ハナ 19．4�
34 サンシャイン 牝4黒鹿54 中舘 英二青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 416± 01：47．62� 20．9
59 トーセンベニザクラ 牝4黒鹿54 津村 明秀島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ

スティファーム 444－ 61：47．91
 17．0�
11 ア カ ン サ ス 牝5青 54 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 446－ 41：48．11� 23．0�
611 スピードリッパー 牝5栗 53 伊藤 工真吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B468± 0 〃 アタマ 115．7�
22 フェータルローズ 牝4栗 53 吉田 隼人兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 432－ 4 〃 クビ 81．7�
58 オーシュペール 牝4鹿 53 田中 博康 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 474± 01：48．52� 295．0�
23 ア ラ フ ネ 牝4栗 54 丸田 恭介�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 444＋ 4 〃 ハナ 84．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 93，343，000円 複勝： 143，786，500円 枠連： 55，426，800円
馬連： 323，029，500円 馬単： 169，396，900円 ワイド： 122，725，400円
3連複： 496，543，100円 3連単： 891，501，100円 計： 2，295，752，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 220円 � 850円 枠 連（4－6） 670円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，960円 �� 3，840円

3 連 複 ��� 11，750円 3 連 単 ��� 41，730円

票 数

単勝票数 計 933430 的中 � 288873（1番人気）
複勝票数 計1437865 的中 � 424446（1番人気）� 164538（3番人気）� 29308（10番人気）
枠連票数 計 554268 的中 （4－6） 61684（2番人気）
馬連票数 計3230295 的中 �� 289342（2番人気）
馬単票数 計1693969 的中 �� 92241（3番人気）
ワイド票数 計1227254 的中 �� 92142（2番人気）�� 14565（23番人気）�� 7287（39番人気）
3連複票数 計4965431 的中 ��� 31196（37番人気）
3連単票数 計8915011 的中 ��� 15767（118番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―10．7―11．7―12．1―12．2―12．3―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―34．1―45．8―57．9―1：10．1―1：22．4―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オールザットジャズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．4．10 阪神4着

2008．2．24生 牝5鹿 母 ダイヤモンドピサ 母母 ジ ョ ー ド 19戦6勝 賞金 171，075，000円
〔制裁〕 アカンサス号の騎手柴山雄一は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：3番）

マイネイサベル号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成25年4月27日から平成25年
5月12日まで騎乗停止。（被害馬：12番・14番）
マイネイサベル号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

※出走取消馬 ダイワズーム号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11060 4月20日 曇 良 （25福島1）第5日 第12競走 ��
��1，150�

よ ね ざ わ

米 沢 特 別
発走16時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，24．4．21以降25．4．14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 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

11 ヤマニンパピオネ 牝5芦 55 柴山 雄一土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 498± 01：07．9 4．6�
12 � インディーズゲーム 牡5鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 466－ 61：08．11 8．2�
713 ケイアイクライム 牡6黒鹿55 大野 拓弥亀田 和弘氏 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 520－ 21：08．52� 10．7�
611	 ジャパンプライド 牡5鹿 57 津村 明秀星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 B466＋ 61：08．6� 6．0�
612 ローゼズガーランド 牝4鹿 51 西村 太一藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 488± 0 〃 ハナ 130．7�
816� マスターエクレール 牝4黒鹿52 木幡 初広�服部牧場 牧 光二 米 Hidden

Springs Farm B504－ 41：08．7� 40．0	
35 フォースフル 牡4黒鹿54 嶋田 純次
Basic 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 490± 01：08．91
 40．1�
36 スランジバール 牡4鹿 57 内田 博幸�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 466－ 6 〃 クビ 3．4�
24 ラベンダーカラー 牝5黒鹿52 勝浦 正樹青芝商事
 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 434± 01：09．0クビ 34．3
47 ド ナ リ サ 牝5鹿 51 荻野 琢真山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 470－ 21：09．21
 83．4�
714 ワンダーキラメキ 牡7栗 55 C．デムーロ 山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 林 孝輝 B488± 01：09．3� 21．5�

（伊）

59 � フリスコベイ 牝4栗 53 福永 祐一�須野牧場 和田 正道 米 Southern Equine
Stables, LLC 490± 01：09．51 31．8�

510 カシノエルフ 牡4栗 52 西田雄一郎柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 492＋201：09．81� 266．4�
48 	 エーシンシャラク 牡5芦 55 川須 栄彦
栄進堂 小崎 憲 新ひだか 木田牧場 B504－ 41：09．9� 9．3�
815 キャプテンサクラ 牝4栗 52 中舘 英二武田 茂男氏 藤沢 則雄 むかわ サイファーム 472－101：10．53� 15．7�
23 オ ク ル ス 牝6鹿 52 中井 裕二山本弥恵子氏 松永 康利 青森 明成牧場 446－ 6 〃 クビ 119．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，219，200円 複勝： 49，903，800円 枠連： 21，147，900円
馬連： 75，542，500円 馬単： 44，847，300円 ワイド： 35，755，100円
3連複： 103，587，200円 3連単： 178，114，200円 計： 539，117，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 230円 � 280円 枠 連（1－1） 1，970円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，020円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 5，820円 3 連 単 ��� 25，580円

票 数

単勝票数 計 302192 的中 � 52337（2番人気）
複勝票数 計 499038 的中 � 81491（2番人気）� 58093（3番人気）� 43709（5番人気）
枠連票数 計 211479 的中 （1－1） 7957（11番人気）
馬連票数 計 755425 的中 �� 28050（6番人気）
馬単票数 計 448473 的中 �� 9706（10番人気）
ワイド票数 計 357551 的中 �� 11249（6番人気）�� 8648（10番人気）�� 8365（12番人気）
3連複票数 計1035872 的中 ��� 13146（15番人気）
3連単票数 計1781142 的中 ��� 5139（55番人気）

ハロンタイム 9．4―10．6―11．1―11．9―12．3―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．0―31．1―43．0―55．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンパピオネ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2010．11．13 福島1着

2008．3．24生 牝5芦 母 ヤマニンメルティ 母母 ワンオブアクライン 19戦4勝 賞金 58，112，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 アキノモーグル号・カンファーネオ号・キンシザイル号・キンショーユウジャ号・ケージーヨシツネ号・

コウユーサムライ号・トウカイブラスト号・ネオシーサー号・メイショウゾンビ号・リッカコウユウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（25福島1）第5日 4月20日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 184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 手 当

206，390，000円
6，700，000円
2，100，000円
18，790，000円
64，695，000円
4，996，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
273，334，300円
469，202，400円
170，717，900円
668，637，100円
416，338，300円
304，887，800円
990，936，700円
1，749，481，300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 5，043，535，800円

総入場人員 9，848名 （有料入場人員 7，829名）
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