
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

11061 4月27日 晴 良 （25福島1）第7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）

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

814 ワンダーブラザウン 牡3栗 56
53 ▲横山 和生山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 472＋ 41：48．0 15．4�

611 ヒミノオオタカ 牡3鹿 56 松田 大作佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム 482－ 41：48．31� 9．9�

47 ノアオーカン 牡3黒鹿56 古川 吉洋杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 468± 01：48．62 14．6�
713 スリーヨーク 牡3鹿 56

54 △中井 裕二永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462± 0 〃 クビ 1．4�
59 レオソルシエール 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次田中 博之氏 古賀 慎明 新ひだか 築紫 洋 474± 01：48．7クビ 13．7�
35 バ ン ク シ ー 牡3鹿 56 大野 拓弥渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 472＋ 6 〃 ハナ 18．1	
34 ペリドットムーン 牡3鹿 56 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 466± 01：49．01� 21．8

712 ト ド ロ ッ ク 牡3鹿 56 黛 弘人山岸 桂市氏 奥平 雅士 新冠 川島牧場 484± 01：49．1� 12．9�
23 ヒーローゴールド 牡3鹿 56 嘉藤 貴行井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 三石橋本牧場 478± 01：49．2� 59．9�
46 メイショウエジソン 牡3栗 56 鮫島 良太松本 和子氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 482＋ 21：49．52 85．4
610 マルヨディローゼ 牝3青鹿 54

51 ▲城戸 義政野村 春行氏 梅田 智之 えりも 上島牧場 484＋ 41：49．71� 226．3�
58 イースターカクタス 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太�三嶋牧場 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 462± 01：50．01� 160．8�
22 ダイワスペクター 牡3黒鹿56 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 514± 01：50．31� 108．2�
815 ベルウッドサロン 牡3栗 56 津村 明秀鈴木 照雄氏 武市 康男 新冠 ハシモトフアーム 492± 01：51．25 215．6�
11 プリティダンサー 牝3栗 54 荻野 琢真松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 468＋ 41：52．9大差 276．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，386，200円 複勝： 45，000，500円 枠連： 7，541，100円
馬連： 21，643，700円 馬単： 19，271，000円 ワイド： 13，960，900円
3連複： 35，385，600円 3連単： 61，019，000円 計： 218，208，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 840円 � 380円 � 680円 枠 連（6－8） 5，070円

馬 連 �� 5，760円 馬 単 �� 14，910円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 1，990円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 17，450円 3 連 単 ��� 125，440円

票 数

単勝票数 計 143862 的中 � 7368（6番人気）
複勝票数 計 450005 的中 � 13489（8番人気）� 34201（2番人気）� 17011（6番人気）
枠連票数 計 75411 的中 （6－8） 1098（15番人気）
馬連票数 計 216437 的中 �� 2774（17番人気）
馬単票数 計 192710 的中 �� 954（44番人気）
ワイド票数 計 139609 的中 �� 1788（25番人気）�� 1712（26番人気）�� 2784（13番人気）
3連複票数 計 353856 的中 ��� 1497（46番人気）
3連単票数 計 610190 的中 ��� 359（291番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．5―43．0―56．1―1：08．9―1：21．9―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

ワンダーブラザウン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．2．23 阪神4着

2010．4．9生 牡3栗 母 オオシマジョリー 母母 ア ザ ー ル 3戦1勝 賞金 5，900，000円
〔制裁〕 ヒミノオオタカ号の騎手松田大作は，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：13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） 1頭 アービバラスボーイ号
（非抽選馬） 1頭 ティアップロージズ号

11062 4月27日 晴 良 （25福島1）第7日 第2競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （芝・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
1：07．0
1：06．5

良
良

24 ダンツカナリー 牝3青鹿 54
51 ▲伴 啓太山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 464＋ 41：10．0 1．8�

11 タケショウナデシコ 牝3黒鹿 54
52 △嶋田 純次�ナイト商事 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 442± 01：11．06 18．6�

816 サザンドリーム 牝3芦 54
51 ▲横山 和生南波 壽氏 伊藤 圭三 新冠 武田 修一 432＋ 61：11．21� 10．2�

612 ブロンドヒロイン 牝3栗 54 津村 明秀 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 444－ 2 〃 クビ 5．3�
23 コントレイル 牝3栗 54 丸山 元気藤田 在子氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 434－ 21：11．3� 20．5�
48 クインプレシャス 牝3栗 54 岡田 祥嗣田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 460 ―1：11．62 104．8	
714 アムールバニヤン 牝3鹿 54 吉田 隼人飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 424＋12 〃 ハナ 85．0

815 ロングボラーレ 牝3鹿 54 丸田 恭介中井 敏雄氏 小野 幸治 新ひだか 下屋敷牧場 466－ 41：11．7� 18．2�
510 メモリアルメイト 牝3栗 54

52 △杉原 誠人大迫久美子氏 松山 康久 新ひだか オギオギ牧場 432－ 41：11．8クビ 114．9�
47 リネンナデシコ 牝3黒鹿54 木幡 初広戸山 光男氏 南田美知雄 青森 石田 英機 414－ 21：11．9� 218．9
713 ケンジントン 牝3鹿 54 松田 大作 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464 ―1：12．0クビ 41．2�
12 エメラルドタワー 牝3黒鹿54 丹内 祐次田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか へいはた牧場 462＋ 2 〃 アタマ 5．8�
36 ウエスタンマドンナ 牝3鹿 54 柴山 雄一 �ウエスタンファーム 加藤 和宏 浦河 アイオイファーム 466 ― 〃 クビ 110．7�
59 ヒロヨーコー 牝3栗 54 古川 吉洋竹本 弘氏 福島 信晴 浦河 藤春 修二 430 ―1：12．21� 171．5�
35 ピンクダイヤモンド 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁吉田 好雄氏 高橋 義博 新冠 山岡牧場 392 ―1：12．3クビ 230．3�
611 ミッレフィオーレ 牝3鹿 54 平野 優�日進牧場 蛯名 利弘 浦河 日進牧場 452 ―1：12．61� 522．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，273，100円 複勝： 21，015，900円 枠連： 7，793，700円
馬連： 19，670，100円 馬単： 16，968，700円 ワイド： 11，190，100円
3連複： 27，308，200円 3連単： 48，932，900円 計： 165，152，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 310円 � 250円 枠 連（1－2） 340円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 610円 �� 450円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 13，220円

票 数

単勝票数 計 122731 的中 � 54969（1番人気）
複勝票数 計 210159 的中 � 78594（1番人気）� 12486（6番人気）� 16584（4番人気）
枠連票数 計 77937 的中 （1－2） 17029（1番人気）
馬連票数 計 196701 的中 �� 10709（5番人気）
馬単票数 計 169687 的中 �� 7399（5番人気）
ワイド票数 計 111901 的中 �� 4599（7番人気）�� 6592（4番人気）�� 1884（16番人気）
3連複票数 計 273082 的中 ��� 5302（11番人気）
3連単票数 計 489329 的中 ��� 2733（33番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．4―11．9―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―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4F46．7―3F35．3
3 ・（4，12）14（1，3，13，15）（2，6，16）7，10－9（11，8）5 4 4，12（1，3，14）（2，13，15）16（6，7）（10，8）－9－11－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンツカナリー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Caerleon デビュー 2012．6．17 阪神2着

2010．4．20生 牝3青鹿 母 レディストロベリー 母母 Juniper Berry 4戦1勝 賞金 10，400，000円
※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 エレガントアゲン号・カロミオベン号・ヒーフーミーチャン号

第１回 福島競馬 第７日



11063 4月27日 晴 良 （25福島1）第7日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10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
1：57．8
1：56．1

良
良

713 キネオウィン 牡3鹿 56 津村 明秀ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 千歳 社台ファーム 490± 02：02．5 9．0�
814 トーセンツリー 牡3芦 56 黛 弘人島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 462± 0 〃 クビ 20．2�
47 ト リ ガ ー 牡3鹿 56 丸山 元気石川 達絵氏 角田 晃一 新ひだか 筒井 征文 B466＋ 22：02．6� 3．8�
34 ミスズブライアンズ 牡3栗 56 松田 大作永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 454± 02：02．7� 72．6�
11 ディーズミストレス 牝3黒鹿54 二本柳 壮秋谷 壽之氏 柴田 政人 新ひだか 有限会社石川牧場 436± 02：02．8� 16．5	
611 メロディフェア 牝3青鹿 54

51 ▲伴 啓太星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 434－ 22：02．9� 5．1

59 � エイシンラムダ 牡3鹿 56

53 ▲横山 和生平井 克彦氏 坂口 正則 米 Fred W.
Hertrich III 470－142：03．0� 16．9�

46 マイネルゼータ 牡3青鹿56 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム 466＋102：03．42� 12．8�

23 テイエムオーライト 牡3鹿 56 鮫島 良太竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 430－ 22：03．61� 3．8
22 ウイズビガー 牡3栗 56 岡田 祥嗣�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 530 ―2：04．02� 131．5�
712 ポンデザムール 牡3黒鹿56 吉田 隼人岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 500＋ 82：04．1クビ 41．8�
815 オマツリマンボ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか グランド牧場 458－ 8 〃 クビ 137．1�
610 カシノビッグベン 牡3栗 56

54 △嶋田 純次柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 502± 02：04．2� 228．5�
35 リヴァリーン 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人 H.R.H．プリンセス・ハヤ 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 428＋122：05．15 257．9�

58 ダルメシアン 牡3青 56 丸田 恭介本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 前田 宗将 464－14 （競走中止） 8．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 12，206，600円 複勝： 20，126，500円 枠連： 6，882，700円
馬連： 21，856，900円 馬単： 17，729，800円 ワイド： 12，203，100円
3連複： 31，690，500円 3連単： 51，039，700円 計： 173，735，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 310円 � 460円 � 190円 枠 連（7－8） 4，300円

馬 連 �� 6，300円 馬 単 �� 13，750円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 700円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 11，860円 3 連 単 ��� 82，610円

票 数

単勝票数 計 122066 的中 � 10714（5番人気）
複勝票数 計 201265 的中 � 16417（6番人気）� 10008（8番人気）� 33273（2番人気）
枠連票数 計 68827 的中 （7－8） 1183（17番人気）
馬連票数 計 218569 的中 �� 2561（25番人気）
馬単票数 計 177298 的中 �� 952（51番人気）
ワイド票数 計 122031 的中 �� 1420（28番人気）�� 4499（7番人気）�� 2117（20番人気）
3連複票数 計 316905 的中 ��� 1972（44番人気）
3連単票数 計 510397 的中 ��� 456（291番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．6―35．8―48．0―1：01．0―1：13．9―1：26．1―1：38．2―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キネオウィン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2013．1．5 京都11着

2010．3．10生 牡3鹿 母 エアデジャヴー 母母 アイドリームドアドリーム 5戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走状況〕 エイシンラムダ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ダルメシアン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

11064 4月27日 晴 良 （25福島1）第7日 第4競走 ��1，150�サラブレッド系3歳
発走11時20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

713� グランソルシエール 牝3鹿 54
52 △嶋田 純次�Basic 畠山 吉宏 米 IEAH and

Alan Pesch 520＋ 41：10．4 2．9�
12 グランデミルク 牝3黒鹿54 的場 勇人 �グランデオーナーズ 的場 均 新ひだか 鳥谷 勝彦 478± 0 〃 クビ 4．0�
48 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± 01：10．82� 42．9�
11 メイショウメロディ 牝3鹿 54 西田雄一郎松本 好�氏 西浦 勝一 浦河 浦河日成牧場 440± 01：10．9� 4．6	
47 クリスウィング 牡3鹿 56

53 ▲横山 和生�リーヴァ 新開 幸一 新ひだか 藤沢牧場 472－ 61：11．11� 10．4

23 � シゲルスコピウス 牡3鹿 56 鮫島 良太森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 Corey Miller &

Christine Miller 522＋101：11．2� 17．5�
815� アンフォーギビング 牝3鹿 54 吉田 隼人�大樹ファーム 大竹 正博 米 Eagle

Holdings 526＋12 〃 アタマ 19．9�
611 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 512－ 61：11．3� 8．2

59 アイボリーベージュ 牝3栗 54 大野 拓弥名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 若林牧場 462＋ 21：11．83 38．1�
510 コラソンロコ 牝3栗 54 丹内 祐次�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 480 ―1：12．43� 282．8�
35 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 440± 0 〃 ハナ 393．7�
714 スリーブラック 牝3鹿 54 宮崎 北斗永井商事� 田中 剛 新冠 大狩部牧場 446 ―1：13．25 111．9�
24 アワサンシャイン 牝3栗 54

52 △杉原 誠人吉田 和子氏 伊藤 圭三 新ひだか 前川 正美 432＋ 21：13．41� 186．3�
612 グランデラポール 牡3黒鹿56 西村 太一 �グランデオーナーズ 和田 正道 浦河 絵笛牧場 472－101：13．5� 25．5�
816 ナゲットシーニュ 牝3黒鹿54 柴山 雄一竹本いずみ氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 438－ 41：13．92� 267．8�
36 カオヴィラマス 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか
北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場 414 ―1：14．32� 506．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，135，900円 複勝： 25，307，800円 枠連： 10，792，800円
馬連： 22，233，800円 馬単： 16，368，500円 ワイド： 13，722，000円
3連複： 30，423，900円 3連単： 49，127，800円 計： 182，112，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 170円 � 600円 枠 連（1－7） 370円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，780円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 7，060円 3 連 単 ��� 22，450円

票 数

単勝票数 計 141359 的中 � 39485（1番人気）
複勝票数 計 253078 的中 � 67215（1番人気）� 39939（3番人気）� 7314（9番人気）
枠連票数 計 107928 的中 （1－7） 22017（1番人気）
馬連票数 計 222338 的中 �� 21568（2番人気）
馬単票数 計 163685 的中 �� 8504（2番人気）
ワイド票数 計 137220 的中 �� 10858（3番人気）�� 1777（23番人気）�� 1686（26番人気）
3連複票数 計 304239 的中 ��� 3182（24番人気）
3連単票数 計 491278 的中 ��� 1615（58番人気）

ハロンタイム 9．6―10．9―11．4―12．6―12．7―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．5―31．9―44．5―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．5
3 13（2，12）（1，15）3（7，11，16）－5－9，8（4，14）＝10＝6 4 ・（13，2）（1，12，15）3，7，16（5，11）（9，8）＝14－（4，10）＝6

勝馬の
紹 介

�グランソルシエール �
�
父 Big Brown �

�
母父 French Envoy デビュー 2013．2．9 京都15着

2010．2．6生 牝3鹿 母 Subtle Aly 母母 Aly Sweet 4戦1勝 賞金 7，000，000円



11065 4月27日 晴 良 （25福島1）第7日 第5競走 1，200�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
1：07．0
1：06．5

良
良

11 ジャパンイモン 牝3栗 54 黛 弘人井門 敏雄氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 432－ 21：09．7 2．3�
12 アルマダクロス 牡3栗 56 津村 明秀栗坂 崇氏 伊藤 伸一 浦河 中神牧場 454± 01：09．91� 2．7�
510 プライマリーカラー 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 406－ 4 〃 クビ 15．1�
36 ポ ロ タ ン 牝3鹿 54 伊藤 工真小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 432＋ 61：10．32� 15．6�
59 ヴァンビーナ 牝3青鹿54 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 坂 牧場 470－ 21：10．4クビ 76．8�
47 トウショウパシオン 牡3鹿 56 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 436－ 8 〃 クビ 13．7	
612 コスモバレンタイン 牝3芦 54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 中村農場 414＋ 21：10．5クビ 188．2�
23 ルミノハレブタイ 牝3栗 54 吉田 隼人尾上 松壽氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 434－141：10．71� 45．2�
713 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 426－ 6 〃 クビ 12．3
816 リワードランフォス �3鹿 56 嘉藤 貴行宮﨑 冴子氏 田中 清隆 新ひだか 田湯牧場 418－ 6 〃 アタマ 64．6�
714 ザエリモホース 牡3鹿 56 西田雄一郎平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上 悦夫 B476－201：10．8� 89．7�
35 ゴールドマズル 牡3鹿 56 古川 吉洋河村 祥史氏 土田 稔 登別 ユートピア牧場 464 ―1：11．22� 190．5�
48 ロトクリスティ 牝3栗 54 平野 優國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 古本 正則 436－ 61：11．41� 123．8�
24 ホノオノマイ 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次
ターフ・スポート和田 雄二 浦河 笹地牧場 428－141：11．5� 103．0�
815 レーリュッケン 牝3黒鹿54 鮫島 良太
ターフ・スポート柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 B434± 01：11．71� 16．7�
611 ダンツバーゴ 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太山元 哲二氏 本田 優 新ひだか タイヘイ牧場 430－ 61：12．01� 201．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，591，900円 複勝： 22，675，400円 枠連： 10，785，900円
馬連： 23，217，100円 馬単： 19，377，800円 ワイド： 15，071，600円
3連複： 32，199，300円 3連単： 64，583，100円 計： 203，502，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 120円 � 290円 枠 連（1－1） 250円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 140円 �� 570円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 3，120円

票 数

単勝票数 計 155919 的中 � 54625（1番人気）
複勝票数 計 226754 的中 � 65926（1番人気）� 60695（2番人気）� 12132（6番人気）
枠連票数 計 107859 的中 （1－1） 32609（1番人気）
馬連票数 計 232171 的中 �� 77501（1番人気）
馬単票数 計 193778 的中 �� 34027（1番人気）
ワイド票数 計 150716 的中 �� 38489（1番人気）�� 5198（6番人気）�� 4238（8番人気）
3連複票数 計 321993 的中 ��� 22681（2番人気）
3連単票数 計 645831 的中 ��� 15295（3番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．1―11．9―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．9―45．8―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャパンイモン �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ハウスバスター デビュー 2012．7．29 新潟5着

2010．3．31生 牝3栗 母 シャコーマインド 母母 オツフーンタイム 8戦1勝 賞金 10，500，000円
〔騎手変更〕 アルマダクロス号の騎手丸田恭介は，第3競走での落馬負傷のため津村明秀に変更。
〔制裁〕 レーリュッケン号の騎手鮫島良太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・14番・6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 オンワードハーバー号

11066 4月27日 晴 良 （25福島1）第7日 第6競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走12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
1：45．3
1：44．1

良
良

57 ビットビバーチェ 牡3芦 56 柴山 雄一礒川 正明氏 今野 貞一 新ひだか 西村 和夫 446± 01：48．8 8．5�
22 コスモサンチャン 牝3鹿 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム 420＋ 41：49．11� 5．9�
711 アポロダイヤモンド 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 海馬沢 明 432± 0 〃 アタマ 12．7�
69 ロードラファエル 牡3鹿 56

54 △中井 裕二 �ロードホースクラブ 栗田 徹 新ひだか 中田 英樹 470± 01：49．2� 6．6�
34 クリアビュー 牝3鹿 54 嘉藤 貴行髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 450＋ 21：49．3� 16．4	
33 クォンタムビット 牡3栗 56 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 454± 01：49．72� 26．9

813 フリティラリア 牝3芦 54 吉田 隼人有限会社シルク鈴木 伸尋 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 4 〃 クビ 3．1�
814 スギノハルバード 牡3鹿 56 大野 拓弥杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 458－161：50．23 3．8�
46 トップスタート 牡3栗 56 古川 吉洋�コオロ 坂口 正則 新冠 ムラカミファーム 420－ 21：50．83� 95．2
45 キョウエイアンジュ 牝3鹿 54 二本柳 壮田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 442－ 21：51．01� 142．2�
58 アシタハテンキ 牝3黒鹿 54

52 △嶋田 純次岩瀨 正志氏 佐藤 吉勝 浦河 昭和牧場 B420－ 21：51．42� 100．8�
712 キネオアンナ 牝3栗 54 丹内 祐次ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 450＋161：51．72 213．6�
11 デンコウシラヌイ 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人田中 康弘氏 坂口 正則 平取 コアレススタッド 448＋ 41：51．8クビ 66．7�
610 エムズティアラ 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生久保 佳和氏 古賀 史生 新冠 飯島 功典 410－ 41：52．33 153．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 12，142，100円 複勝： 18，534，500円 枠連： 8，999，200円
馬連： 19，611，200円 馬単： 15，463，800円 ワイド： 12，298，400円
3連複： 28，450，400円 3連単： 51，628，800円 計： 167，128，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 270円 � 210円 � 370円 枠 連（2－5） 1，920円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 4，730円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，360円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 7，940円 3 連 単 ��� 49，550円

票 数

単勝票数 計 121421 的中 � 11304（5番人気）
複勝票数 計 185345 的中 � 18095（6番人気）� 25711（4番人気）� 11891（7番人気）
枠連票数 計 89992 的中 （2－5） 3468（8番人気）
馬連票数 計 196112 的中 �� 6760（9番人気）
馬単票数 計 154638 的中 �� 2414（22番人気）
ワイド票数 計 122984 的中 �� 4865（10番人気）�� 2187（19番人気）�� 2308（18番人気）
3連複票数 計 284504 的中 ��� 2647（28番人気）
3連単票数 計 516288 的中 ��� 769（179番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．2―48．6―1：00．8―1：12．6―1：24．6―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．2
1
3
11，7，8，2（3，9）（4，5，6）12，10，13－14＝1
11，7（2，9）（4，8，3）（5，6）13（10，12，14）＝1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビットビバーチェ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．1．5 京都14着

2010．3．26生 牡3芦 母 ロ ジ サ ク ラ 母母 ラソーミュロワーズ 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔騎手変更〕 クォンタムビット号の騎手丸田恭介は，第3競走での落馬負傷のため木幡初広に変更。



11067 4月27日 晴 良 （25福島1）第7日 第7競走 1，150�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （ダート・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
1：06．9
1：06．9

良
良

24 ラ シ ー ク 牝4鹿 55
52 ▲山崎 亮誠�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 480＋ 21：08．9 2．8�

12 デンコウデア 牝4黒鹿55 大野 拓弥田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 460＋ 41：09．22 25．7�
35 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± 01：09．41� 32．4�
11 サイズミックレディ 牝5鹿 55 柴山 雄一細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 492－ 61：09．82� 11．3�
612 ドリームバラード 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 和生ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B452－ 6 〃 クビ 22．8�
510 スノークラフト 牝4芦 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 61：10．01� 27．6	
713 カプリースレディー 牝5鹿 55 伊藤 工真 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 422＋ 6 〃 ハナ 242．7

48 ナイスゴールド 牝4栗 55 津村 明秀 �ワイ・アール・シー 高橋 裕 日高 木村牧場 456± 01：10．1クビ 5．5�
23 クラウンリバー 牝5鹿 55 中谷 雄太矢野 悦三氏 松永 康利 宮崎 田上 勝雄 494＋ 2 〃 ハナ 63．7
815 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 514＋ 21：10．31� 11．2�
59 ヒヅグータス 牝4鹿 55 西田雄一郎�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 456± 01：10．51� 129．5�
816 レッツマンボウ 牝5栗 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 488± 01：10．6クビ 133．7�
714� アグネスピンキー 牝5鹿 55

53 △中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 434－ 41：10．7� 5．6�
611� ロクイチスマイル 牝4芦 55 吉田 隼人栗本 博晴氏 奥平 雅士 新冠 川上 悦夫 490－ 41：11．23 8．3�
36 � コーリンハッピー 牝5芦 55 宮崎 北斗伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 470± 01：11．83� 22．8�
47 � エンプレスラブ 牝4黒鹿55 松田 大作 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 496＋ 21：12．0� 57．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，119，400円 複勝： 26，475，900円 枠連： 9，561，400円
馬連： 26，202，200円 馬単： 18，723，700円 ワイド： 16，517，800円
3連複： 39，766，100円 3連単： 62，575，300円 計： 216，941，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 600円 � 640円 枠 連（1－2） 1，240円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 5，760円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 1，230円 �� 4，900円

3 連 複 ��� 16，430円 3 連 単 ��� 82，470円

票 数

単勝票数 計 171194 的中 � 48750（1番人気）
複勝票数 計 264759 的中 � 68851（1番人気）� 9331（9番人気）� 8632（11番人気）
枠連票数 計 95614 的中 （1－2） 5705（4番人気）
馬連票数 計 262022 的中 �� 5276（13番人気）
馬単票数 計 187237 的中 �� 2402（21番人気）
ワイド票数 計 165178 的中 �� 3295（13番人気）�� 3377（12番人気）�� 805（56番人気）
3連複票数 計 397661 的中 ��� 1787（60番人気）
3連単票数 計 625753 的中 ��� 560（257番人気）

ハロンタイム 9．5―10．7―11．1―12．3―12．5―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．2―31．3―43．6―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ シ ー ク �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2011．8．20 新潟14着

2009．4．19生 牝4鹿 母 ディペンドオンユー 母母 ブリズントゥアウィン 13戦2勝 賞金 19，320，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 ナイスゴールド号の騎手丸田恭介は，第3競走での落馬負傷のため津村明秀に変更。

11068 4月27日 晴 良 （25福島1）第7日 第8競走 2，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時40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
2：37．3
2：37．3

良
良

711 コウユータイセイ 牡5栗 57
55 △中井 裕二加治屋貞光氏 領家 政蔵 浦河 野村 正 480± 02：42．8 18．1�

45 マイネルテンクウ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 514＋ 62：42．9� 2．8�

33 モ ビ ー ル 牡5鹿 57 津村 明秀吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 464－ 22：43．11 6．1�
69 � リッカタキシード 牡6黒鹿57 吉田 隼人立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 448－ 22：43．31� 48．0�
814 ローリングストーン 牡4鹿 57 丸山 元気佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 496－ 22：43．72� 3．3�
58 � セルリアンディンゴ 牡5黒鹿57 古川 吉洋	イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 484＋10 〃 クビ 28．1

610 バンダムラディウス 牡5栃栗57 柴山 雄一山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 456－ 42：43．91� 7．2�
712 ガッテンキャンパス 牡4鹿 57

54 ▲横山 和生栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 456＋ 82：44．11� 39．5�
34 � サクラメガチャンプ 牡4鹿 57 大野 拓弥�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 新和牧場 496＋ 42：44．2� 15．7
11 � モンドナハト 牡5鹿 57

55 △杉原 誠人伊藤 信之氏 松山 将樹 新ひだか 増本牧場 452－ 22：44．3� 122．9�
57 シンボリヴァルト 牡5黒鹿57 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 552± 02：44．83 21．4�
813 シャイニーブラック �6黒鹿57 岡田 祥嗣小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 464－ 22：45．22� 101．5�
46 サ リ エ ン テ �4栗 57 荻野 琢真モナコ商事� 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 474＋222：45．41 264．3�
22 リプレイスインディ �4鹿 57 伊藤 工真古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 静内酒井牧場 480－ 82：51．0大差 65．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，594，100円 複勝： 24，081，900円 枠連： 8，449，800円
馬連： 25，201，800円 馬単： 18，833，800円 ワイド： 14，415，500円
3連複： 36，144，200円 3連単： 67，171，300円 計： 209，892，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 340円 � 140円 � 190円 枠 連（4－7） 1，660円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，140円 �� 410円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 31，030円

票 数

単勝票数 計 155941 的中 � 6796（6番人気）
複勝票数 計 240819 的中 � 13935（6番人気）� 63532（1番人気）� 32785（4番人気）
枠連票数 計 84498 的中 （4－7） 3766（7番人気）
馬連票数 計 252018 的中 �� 8652（7番人気）
馬単票数 計 188338 的中 �� 2296（19番人気）
ワイド票数 計 144155 的中 �� 4324（8番人気）�� 2943（12番人気）�� 9459（3番人気）
3連複票数 計 361442 的中 ��� 8449（10番人気）
3連単票数 計 671713 的中 ��� 1598（92番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．7―13．0―12．3―13．2―13．4―13．2―12．5―11．9―12．1―11．7―12．0

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―24．8―37．5―50．5―1：02．8―1：16．0―1：29．4―1：42．6―1：55．1―2：07．0―2：19．1―2：30．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コウユータイセイ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 Caerleon デビュー 2011．1．30 小倉4着

2008．3．27生 牡5栗 母 ガールオブバンダム 母母 Gorgeoso 22戦2勝 賞金 27，264，000円
〔騎手変更〕 ローリングストーン号の騎手丸田恭介は，第3競走での落馬負傷のため丸山元気に変更。
〔その他〕 リプレイスインディ号は，2周目3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



11069 4月27日 晴 良 （25福島1）第7日 第9競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走14時15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 バサラヴォーグ 牡4芦 57 西田雄一郎湊 義明氏 大竹 正博 浦河 村下牧場 480－ 21：46．5 1．5�
69 � 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 B492＋ 41：46．6� 7．3�
11 ロックシンガー 牡4鹿 57

55 △嶋田 純次�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 492± 01：46．91� 23．9�
711 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 506＋ 21：47．64 8．5�
22 � タガノレガーロ 牡5鹿 57 丸山 元気八木 昌司氏 吉村 圭司 浦河 駿河牧場 470± 0 〃 クビ 11．2�
813 ピースフルアース 牡5鹿 57 上村 洋行 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 464－121：48．23� 20．0	
712 アイティテイオー 牡5栗 57 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 472± 01：48．41� 220．6

58 マンボマンボ 牡4鹿 57

55 △杉原 誠人久保 敏文氏 大江原 哲 新ひだか 及川 幸夫 476＋121：48．5� 180．5�
33 � メイショウイチフジ 牡4鹿 57

55 △中井 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 三嶋牧場 474＋ 41：48．7� 135．9�
814� スリーネイチャー 牝4黒鹿55 鮫島 良太永井商事 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 450－ 81：49．33� 17．2�
34 プレシャスペスカ 牝4黒鹿55 古川 吉洋山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 福岡 光夫 462－ 21：49．72� 96．6�
45 クレバーバラード 牡4芦 57

54 ▲横山 和生本間 充氏 岩戸 孝樹 浦河 川越ファーム B482＋ 21：50．12� 198．2�
57 ユキノマークン 牡5鹿 57 津村 明秀井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 490－ 21：50．2クビ 88．5�
46 ドリームピース 牡4栗 57 大野 拓弥セゾンレースホース 松山 康久 安平 追分ファーム 476－ 61：50．52 39．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，994，400円 複勝： 35，806，100円 枠連： 10，580，200円
馬連： 28，704，200円 馬単： 26，068，500円 ワイド： 16，605，600円
3連複： 42，981，000円 3連単： 94，988，000円 計： 276，728，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 300円 枠 連（6－6） 460円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 210円 �� 470円 �� 880円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 3，870円

票 数

単勝票数 計 209944 的中 � 116300（1番人気）
複勝票数 計 358061 的中 � 201203（1番人気）� 36948（2番人気）� 14518（6番人気）
枠連票数 計 105802 的中 （6－6） 17053（2番人気）
馬連票数 計 287042 的中 �� 45958（1番人気）
馬単票数 計 260685 的中 �� 31255（1番人気）
ワイド票数 計 166056 的中 �� 24336（1番人気）�� 8135（5番人気）�� 3966（10番人気）
3連複票数 計 429810 的中 ��� 18262（5番人気）
3連単票数 計 949880 的中 ��� 18152（5番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．8―12．7―12．6―12．5―13．1―13．2―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．0―42．7―55．3―1：07．8―1：20．9―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．7
1
3
・（4，7）11（2，13）（3，10）－（1，6）（12，14）－9－5＝8・（4，7，11）13，2，10－9（3，6，14）1，12＝5－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バサラヴォーグ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Miswaki デビュー 2011．11．20 東京2着

2009．4．28生 牡4芦 母 ナリタランバード 母母 Quiet Liaison 8戦2勝 賞金 20，700，000円

11070 4月27日 晴 良 （25福島1）第7日 第10競走 ��2，000�
た か ゆ お ん せ ん

高 湯 温 泉 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 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

33 ロジサンデー 牡4鹿 57 丸山 元気久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 466－ 42：01．4 2．8�
77 コスモユウチャン 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 中村 和夫 466－ 42：01．93 6．3�
810� ロットネスト �5鹿 57 木幡 初広 �キャロットファーム 松永 幹夫 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

504＋ 22：02．11� 8．1�
89 エイダイポイント 牡5芦 57 田中 博康�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 440－ 2 〃 ハナ 17．6�
11 マイネルスパーブ 牡4鹿 57 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 466－ 2 〃 ハナ 3．9	
22 シゲルジョウム 牡5鹿 57 津村 明秀森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 490＋ 22：02．52	 51．4

78 ウエスタンディオ 牡6鹿 57 吉田 隼人西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか 北西牧場 484＋10 〃 クビ 11．4�
66 � アシュヴィン 牡4栗 57 古川 吉洋前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd 454± 02：02．6	 6．0�
55 ビリーヴマイン 牡5鹿 57 西村 太一コウトミックレーシング 伊藤 大士 新冠 大栄牧場 454± 0 〃 アタマ 43．7
44 
 マヤノカデンツァ 牡4栗 57 松田 大作田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 466－ 42：03．55 77．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，132，500円 複勝： 27，979，800円 枠連： 9，799，100円
馬連： 34，134，800円 馬単： 27，250，500円 ワイド： 15，965，500円
3連複： 44，981，800円 3連単： 108，331，700円 計： 286，575，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 170円 � 230円 枠 連（3－7） 620円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 360円 �� 470円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 9，210円

票 数

単勝票数 計 181325 的中 � 51161（1番人気）
複勝票数 計 279798 的中 � 64449（1番人気）� 44519（4番人気）� 26447（5番人気）
枠連票数 計 97991 的中 （3－7） 11812（3番人気）
馬連票数 計 341348 的中 �� 29357（3番人気）
馬単票数 計 272505 的中 �� 12695（4番人気）
ワイド票数 計 159655 的中 �� 11640（3番人気）�� 8387（6番人気）�� 4849（13番人気）
3連複票数 計 449818 的中 ��� 12898（10番人気）
3連単票数 計1083317 的中 ��� 8681（26番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．1―12．7―12．8―11．9―11．9―12．2―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．2―48．9―1：01．7―1：13．6―1：25．5―1：37．7―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロジサンデー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．10．30 東京7着

2009．2．27生 牡4鹿 母 マイネノエル 母母 マイネキャロル 14戦2勝 賞金 27，203，000円
〔騎手変更〕 アシュヴィン号の騎手丸田恭介は，第3競走での落馬負傷のため古川吉洋に変更。



11071 4月27日 晴 良 （25福島1）第7日 第11競走 ��1，700�
い い ざ か お ん せ ん

飯 坂 温 泉 特 別
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，24．4．28以降25．4．21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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

610 セイカフォルトゥナ 牝4栗 52 伊藤 工真久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 462－ 61：45．8 31．3�
58 サ ナ シ オ ン 牡4鹿 54 木幡 初広 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：46．01 22．2�
47 ドリームザネクスト 牡6鹿 55 上村 洋行セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 502－ 2 〃 クビ 13．1�
34 シルクキングリー 牡4鹿 56 大野 拓弥有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 468－ 81：46．1� 3．3�
35 ヴィーナススマイル 牝6栗 50 中谷 雄太丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 476＋ 61：46．52� 122．6	
22 コスモイフリート 牡6栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 510－ 81：46．82 12．2

11 ケイワイツヨシ 牡4黒鹿54 中井 裕二横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 558＋121：46．9クビ 154．6�
23 メイショウラグーナ 牝6鹿 55 松田 大作松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 470＋101：47．0� 28．9
712 レッドシュナイト 牡5栗 54 津村 明秀 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム B480－141：47．1� 23．1�
611 トウショウギフト 牡4鹿 55 吉田 隼人トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 516＋ 81：47．2� 3．9�
46 アドマイヤキュート 牝4黒鹿53 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446＋181：47．3クビ 6．5�
815 クローバーリーフ 牝5鹿 52 鮫島 良太吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：47．4� 22．4�
59 ニホンピロララバイ 牡7鹿 53 宮崎 北斗小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 480± 01：47．5クビ 199．0�
713� エイトプリンス 牡5栗 56 杉原 誠人河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 432＋ 61：47．6� 7．3�
814 トウショウロジック 牡6鹿 56 柴山 雄一トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 512± 01：47．7クビ 29．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，855，700円 複勝： 49，328，700円 枠連： 24，475，400円
馬連： 95，766，100円 馬単： 57，650，500円 ワイド： 37，609，600円
3連複： 130，620，500円 3連単： 240，802，900円 計： 665，109，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，130円 複 勝 � 1，040円 � 650円 � 360円 枠 連（5－6） 4，830円

馬 連 �� 39，030円 馬 単 �� 80，740円

ワ イ ド �� 8，340円 �� 7，420円 �� 3，590円

3 連 複 ��� 209，110円 3 連 単 ��� 1，572，680円

票 数

単勝票数 計 288557 的中 � 7265（12番人気）
複勝票数 計 493287 的中 � 11667（12番人気）� 19596（8番人気）� 40129（5番人気）
枠連票数 計 244754 的中 （5－6） 3741（17番人気）
馬連票数 計 957661 的中 �� 1811（72番人気）
馬単票数 計 576505 的中 �� 527（142番人気）
ワイド票数 計 376096 的中 �� 1105（67番人気）�� 1244（62番人気）�� 2599（43番人気）
3連複票数 計1306205 的中 ��� 461（287番人気）
3連単票数 計2408029 的中 ��� 113（1762番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―29．9―42．2―55．0―1：07．4―1：20．1―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

セイカフォルトゥナ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2011．7．30 新潟12着

2009．5．8生 牝4栗 母 セイカカロブ 母母 サンデーズシス 16戦3勝 賞金 38，266，000円
〔騎手変更〕 トウショウロジック号の騎手丸田恭介は，第3競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダノンボルケーノ号・トーホウベスト号
（非抽選馬）11頭 コパノウィリアム号・サンマルリジイ号・ジェットヴォイス号・シャイニーダンディ号・セイラ号・テルミーホワイ号・

トミケンユークアイ号・ネオシーサー号・フォルトファーレン号・ブライティアトップ号・ラヴフェアリー号

11072 4月27日 晴 良 （25福島1）第7日 第12競走 ��1，200�
つ ち ゆ お ん せ ん

土 湯 温 泉 特 別
発走16時00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

47 サウスビクトル 牡4黒鹿57 木幡 初広南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 460－ 21：09．3 5．0�
11 アグネスマチュア 牡4鹿 57 津村 明秀渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 480＋ 4 〃 クビ 4．1�
46 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 B474－ 21：09．4クビ 63．5�
22 ケイツーノース 牝6栗 55 中井 裕二楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 504＋ 2 〃 アタマ 16．3�
34 レ ー ガ ン 牡5青鹿57 佐久間寛志重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 484－ 21：09．61� 9．5�
610� ブラックオーキッド 牝5青鹿55 宮崎 北斗山上 和良氏 堀井 雅広 浦河 カナイシスタッド 462＋ 6 〃 クビ 33．6�
611 リアリーラヴユー 牝5鹿 55 吉田 隼人吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 472＋ 61：09．7クビ 4．0	
23 オウケンハナミズキ 牝4青 55 松田 大作福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 408－ 21：09．91� 12．3

815 アイティクイーン 牝5栗 55 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 502＋ 81：10．11 8．4�
712� シセイギンガ 牡7青 57 大野 拓弥猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 452－ 41：10．2	 114．4�
58 アフロディシアス 牝5鹿 55 古川 吉洋岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新冠 村本牧場 438＋ 21：10．3	 70．7
59 タニノマイルストン 牝4栗 55 荻野 琢真谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 434＋ 21：10．51 20．1�
35 ヤマニンネレイス 牝4栗 55 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 472－ 61：11．03 19．0�
713 ワキノネクサス 牝4鹿 55 丸山 元気脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 424± 01：11．42� 69．5�
814 メジロガストン 牡8青鹿57 黛 弘人岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B500± 01：12．25 90．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，022，400円 複勝： 38，331，900円 枠連： 17，887，600円
馬連： 58，193，500円 馬単： 37，778，700円 ワイド： 26，366，500円
3連複： 80，235，300円 3連単： 139，516，100円 計： 422，332，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 180円 � 890円 枠 連（1－4） 990円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 460円 �� 3，050円 �� 3，840円

3 連 複 ��� 13，530円 3 連 単 ��� 59，280円

票 数

単勝票数 計 240224 的中 � 38287（3番人気）
複勝票数 計 383319 的中 � 56318（3番人気）� 65139（2番人気）� 8493（11番人気）
枠連票数 計 178876 的中 （1－4） 13374（3番人気）
馬連票数 計 581935 的中 �� 38476（3番人気）
馬単票数 計 377787 的中 �� 11777（6番人気）
ワイド票数 計 263665 的中 �� 15622（2番人気）�� 2026（40番人気）�� 1597（42番人気）
3連複票数 計 802353 的中 ��� 4379（48番人気）
3連単票数 計1395161 的中 ��� 1737（200番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．1―11．7―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．2―45．9―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウスビクトル �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．12．24 中山1着

2009．3．5生 牡4黒鹿 母 サラトガヴィーナス 母母 レディダンジグ 18戦2勝 賞金 37，621，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 ケイツーノース号の騎手丸田恭介は，第3競走での落馬負傷のため中井裕二に変更。



（25福島1）第7日 4月27日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

153，250，000円
7，640，000円
1，960，000円
13，620，000円
60，955，500円
4，576，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
205，454，300円
354，664，900円
133，548，900円
396，435，400円
291，485，300円
205，926，600円
560，186，800円
1，039，716，600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 3，187，418，800円

総入場人員 8，145名 （有料入場人員 6，286名）
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