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11001 4月12日 晴 良 （26福島1）第1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

814 フロールシータ 牝3栗 54 吉田 隼人 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 526± 01：48．9 61．5�
47 トーセンパピー 牝3黒鹿54 宮崎 北斗島川 �哉氏 中川 公成 新冠 秋田牧場 448± 01：49．21� 175．0�
58 ハタノエンジェル 牝3鹿 54 柴田 善臣 �グッドラック・ファーム 藤沢 和雄 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 474± 01：49．3� 1．3�
611 クラシックセーラ 牝3鹿 54 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 新ひだか 寺越 政幸 468－ 21：49．93� 42．4	
712 タガノラプランセス 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二八木 良司氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 480＋ 61：50．11� 6．8


610 ピュアエクセル 牝3鹿 54
51 ▲松若 風馬山住 勲氏 須貝 尚介 えりも エクセルマネジメント 468＋101：50．41� 8．4�

22 デザイアドライブ 牝3黒鹿54 五十嵐雄祐片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 西村 和夫 B460－ 6 〃 クビ 250．7�
59 イ ト ハ ユ リ 牝3芦 54

51 ▲石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446－141：50．72 83．0

23 ピンクプリンセス 牝3芦 54 大下 智木村 久子氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 510＋ 21：50．8クビ 25．9�
713 ポルテシャンス 牝3黒鹿54 村田 一誠吉田 照哉氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 504± 01：50．9� 20．3�
46 カガフローライト 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁香川 憲次氏 高市 圭二 浦河 まるとみ冨岡牧場 402＋ 4 〃 ハナ 468．2�
34 シャンパンビーチ 牝3栗 54 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 426－ 61：51．53� 40．1�
11 ニシノクラーケン 牝3黒鹿54 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 512－ 81：51．71� 134．0�
815 ベルモントビーナス 牝3青鹿54 黛 弘人 �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 418－ 81：52．44 292．6�
35 パープルシャドウ 牝3鹿 54 松田 大作飯塚 知一氏 尾関 知人 浦河 木戸口牧場 492－ 61：53．25 50．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，743，100円 複勝： 59，163，100円 枠連： 8，208，300円
馬連： 22，183，100円 馬単： 19，564，600円 ワイド： 12，935，200円
3連複： 32，493，100円 3連単： 66，716，900円 計： 237，007，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，150円 複 勝 � 660円 � 1，670円 � 110円 枠 連（4－8） 27，670円

馬 連 �� 155，920円 馬 単 �� 390，240円

ワ イ ド �� 20，580円 �� 740円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 56，430円 3 連 単 ��� 965，440円

票 数

単勝票数 計 157431 的中 � 2019（9番人気）
複勝票数 計 591631 的中 � 7636（7番人気）� 2812（12番人気）� 439584（1番人気）
枠連票数 計 82083 的中 （4－8） 219（30番人気）
馬連票数 計 221831 的中 �� 105（81番人気）
馬単票数 計 195646 的中 �� 37（151番人気）
ワイド票数 計 129352 的中 �� 148（71番人気）�� 4601（7番人気）�� 1268（21番人気）
3連複票数 計 324931 的中 ��� 425（93番人気）
3連単票数 計 667169 的中 ��� 51（836番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．6―43．8―57．0―1：10．1―1：23．0―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F38．8
1
3
・（8，13）15（4，9，11，12）10（3，14）－1（5，7）2－6・（8，13，7）（15，12）（11，14）（4，10，2）5－（3，9，1）－6

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

勝馬の
紹 介

フロールシータ �
�
父 エアジハード �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．10．20 新潟10着

2011．4．22生 牝3栗 母 ナショナルホリデー 母母 ナショナルフラッグ 4戦1勝 賞金 5，000，000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 ダイアペイソン号・フミキュン号・マリオンフォンテン号

11002 4月12日 晴 良 （26福島1）第1日 第2競走 ��
��2，000�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
1：57．3
1：56．1

良
良

12 ステイインシアトル 牡3黒鹿 56
55 ☆菱田 裕二青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490 ―2：01．1 2．2�

59 ドルチェレガート 牡3栗 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 462± 02：01．95 14．6�
47 ダ イ ナ ソ ア 牡3鹿 56 中谷 雄太岡田 牧雄氏 森田 直行 日高 宝寄山 忠則 466＋ 22：02．0� 32．7�
48 マーシャルシップ 牡3青鹿56 吉田 隼人前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 458－102：02．1� 3．2�
713 サマーブリーズ 牡3黒鹿56 松田 大作飯田 正剛氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 B446－ 62：02．42 15．4�
23 ア タ リ ク ジ 牡3鹿 56 中舘 英二小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 462± 02：02．5� 6．5	
36 ウインステージ 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二�ウイン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 376± 02：02．92� 20．5

611 シ ン ゲ ツ 牡3鹿 56 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新冠 的場牧場 426－ 82：03．22 175．5�
35 メーリングキャット 牝3鹿 54 丸山 元気有限会社シルク菊川 正達 安平 ノーザンファーム 430－ 22：03．41� 41．1�
816 トウショウメソッド 牡3鹿 56 川須 栄彦トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 462 ―2：03．5	 117．1
815 バトルフェスタ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 山岡ファーム 422± 02：03．6クビ 97．7�
714 マイネルエルピス 牡3青鹿56 津村 明秀 �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 406－ 6 〃 アタマ 38．8�
11 コウヨウパール 牝3鹿 54 柴田 善臣寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 本巣 一敏 414＋ 22：04．02� 122．7�
510 ビビッドレッド 牡3黒鹿56 岩部 純二武田 茂男氏 萱野 浩二 浦河 まるとみ冨岡牧場 462－ 82：04．21� 85．4�
612 トウカイバランス 牡3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬内村 正則氏 野中 賢二 平取 二風谷ファーム 440 ―2：04．94 111．2�
24 ボロブドゥール 牝3黒鹿54 嶋田 純次佐藤 雄司氏 武市 康男 新冠 浜口牧場 406－122：06．7大差 374．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，116，900円 複勝： 17，825，500円 枠連： 6，109，600円
馬連： 17，812，800円 馬単： 14，076，700円 ワイド： 10，444，700円
3連複： 26，553，300円 3連単： 42，967，000円 計： 150，906，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 160円 � 280円 � 1，200円 枠 連（1－5） 1，570円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 790円 �� 2，470円 �� 5，720円

3 連 複 ��� 21，280円 3 連 単 ��� 63，300円

票 数

単勝票数 計 151169 的中 � 56497（1番人気）
複勝票数 計 178255 的中 � 41163（2番人気）� 15889（5番人気）� 2859（10番人気）
枠連票数 計 61096 的中 （1－5） 2884（7番人気）
馬連票数 計 178128 的中 �� 8146（5番人気）
馬単票数 計 140767 的中 �� 4941（7番人気）
ワイド票数 計 104447 的中 �� 3437（8番人気）�� 1023（24番人気）�� 434（49番人気）
3連複票数 計 265533 的中 ��� 921（60番人気）
3連単票数 計 429670 的中 ��� 501（173番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―12．4―12．6―12．6―12．3―12．2―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．2―47．6―1：00．2―1：12．8―1：25．1―1：37．3―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．0
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ステイインシアトル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Belong to Me 初出走

2011．1．11生 牡3黒鹿 母 シアトルサンセット 母母 Weekend in Seattle 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 サマーブリーズ号の騎手松田大作は，1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：9番・8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボロブドゥール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月12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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ショウナンマンボ号・ステイバンク号
（非抽選馬） 2頭 ノーブルレッド号・マイネルフンケルン号

第１回 福島競馬 第１日



11003 4月12日 晴 良 （26福島1）第1日 第3競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走10時45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

59 アクアマリンブレス 牡3黒鹿56 高倉 稜 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 502－ 61：47．7 2．8�
815 メイショウワッフル 牝3鹿 54 村田 一誠松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 466＋ 41：47．91� 3．9�
610 レッドフェザー 牝3栗 54

53 ☆菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464＋ 81：48．11 3．2�

47 トウカイエントリー 牡3栗 56 勝浦 正樹内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 478± 0 〃 ハナ 10．5�
35 フクノゲイボルグ 牡3芦 56 丹内 祐次福島 実氏 岩戸 孝樹 日高 瀬戸牧場 464± 01：49．16 41．6�
23 ランデックハーツ 牝3鹿 54 津村 明秀簗田 満氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 480－ 81：49．2� 107．6	
22 ヴ ィ ヴ ェ ク 牡3鹿 56 木幡 初広田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 460 ―1：49．83� 61．0

34 テイエムペガサス 牝3黒鹿54 大庭 和弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 長浜牧場 B442－ 21：50．43� 99．6�
46 ショウナンガーラ 牡3鹿 56 松田 大作国本 哲秀氏 伊藤 大士 新冠 ムラカミファーム 480－141：50．82� 60．0�
713 ワイエムポーター 牡3栗 56 丸山 元気�サンライズ 高橋 義忠 日高 日西牧場 468＋ 61：51．01� 15．6
712 レオトリビュート 牡3鹿 56 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 浦河 江渡 繁治 454－ 61：51．21	 200．1�
58 サトノスティング 牡3青鹿56 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム B452－ 41：51．4� 16．0�
11 ドラゴングレイス 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 三城牧場 436 ―1：52．03� 66．0�
814 トウケイギムレット 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 504＋ 21：52．32 69．0�
611 クリノビシャモン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか タイヘイ牧場 530 ―1：53．04 334．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，092，900円 複勝： 23，320，200円 枠連： 7，235，400円
馬連： 21，622，800円 馬単： 14，817，900円 ワイド： 12，107，200円
3連複： 32，115，200円 3連単： 51，338，500円 計： 176，650，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（5－8） 530円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 270円 �� 190円 �� 340円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 3，240円

票 数

単勝票数 計 140929 的中 � 39793（1番人気）
複勝票数 計 233202 的中 � 72828（1番人気）� 37814（3番人気）� 40383（2番人気）
枠連票数 計 72354 的中 （5－8） 10099（2番人気）
馬連票数 計 216228 的中 �� 27374（2番人気）
馬単票数 計 148179 的中 �� 10400（3番人気）
ワイド票数 計 121072 的中 �� 10626（2番人気）�� 18509（1番人気）�� 7973（3番人気）
3連複票数 計 321152 的中 ��� 39106（1番人気）
3連単票数 計 513385 的中 ��� 11700（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．9―31．2―43．9―57．1―1：09．9―1：22．7―1：35．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アクアマリンブレス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．8．11 函館2着

2011．3．11生 牡3黒鹿 母 アメジストリング 母母 インフェイヴァー 11戦1勝 賞金 15，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノビシャモン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月12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 コスモチャイム号

11004 4月12日 晴 良 （26福島1）第1日 第4競走 2，750�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時15分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム2：57．4良

813� スカイアクセス �5鹿 60 草野 太郎�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 524－ 83：04．7 60．9�
712 ニシノメイゲツ 牡7青鹿60 大江原 圭成田 隆好氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 458＋ 23：05．33� 3．2�
58 セクシイサウンド 牝4鹿 57 五十嵐雄祐平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 492－203：05．72� 5．3�
45 エリタージュ 牝4鹿 57 難波 剛健佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 446－103：05．8� 16．0�
610 ル ー ベ ル 牡4鹿 59 林 満明林 進氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 482＋ 4 〃 ハナ 143．6�
11 タカラプリンス 牡4黒鹿59 横山 義行村山 義男氏 国枝 栄 新冠 大栄牧場 468－ 23：05．9� 29．6	
57 ベロセットレコード 牡4鹿 59 石神 深一塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 484＋ 43：07．39 21．2

33 ノエルキャロル �4鹿 59 金子 光希吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 456－ 23：07．93� 12．0�
814 テーオーゼウス 牡6黒鹿60 黒岩 悠小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 478－10 〃 クビ 72．0�
22 スズカホープ �6鹿 60 山本 康志永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 500－103：08．85 13．9
34 トモロポケット 牡8栗 60 江田 勇亮戸賀 智子氏 田村 康仁 日高 前川ファーム 474＋ 83：09．12 31．4�
69 ビ ッ ク ケ ン 牡5鹿 60 平沢 健治小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 476－ 23：09．2� 55．2�
46 タイキサクセション 牡4栗 59 蓑島 靖典�大樹ファーム 浅野洋一郎 大樹 大樹ファーム 422＋ 43：09．41 175．7�
711 ト ラ バ ン ト 牡6栗 60 小坂 忠士吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 532± 0 （競走中止） 2．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，566，500円 複勝： 15，036，800円 枠連： 9，087，100円
馬連： 18，054，500円 馬単： 13，278，600円 ワイド： 9，821，700円
3連複： 28，752，200円 3連単： 45，608，200円 計： 151，205，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，090円 複 勝 � 720円 � 150円 � 170円 枠 連（7－8） 2，100円

馬 連 �� 7，800円 馬 単 �� 28，660円

ワ イ ド �� 3，020円 �� 3，340円 �� 410円

3 連 複 ��� 21，350円 3 連 単 ��� 255，000円

票 数

単勝票数 計 115665 的中 � 1497（11番人気）
複勝票数 計 150368 的中 � 3666（10番人気）� 34063（1番人気）� 26755（3番人気）
枠連票数 計 90871 的中 （7－8） 3201（9番人気）
馬連票数 計 180545 的中 �� 1710（27番人気）
馬単票数 計 132786 的中 �� 342（76番人気）
ワイド票数 計 98217 的中 �� 752（34番人気）�� 680（37番人気）�� 6738（2番人気）
3連複票数 計 287522 的中 ��� 994（66番人気）
3連単票数 計 456082 的中 ��� 132（592番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 52．3－3F 38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
8，4，13，10（12，1）－（9，3）－5－6，2，7，14
8＝13－（10，1）（12，4）5－3－14－9，2，7－6

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

勝馬の
紹 介

�スカイアクセス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

2009．3．22生 �5鹿 母 ト リ リ ウ ム 母母 バースルート 障害：2戦1勝 賞金 7，000，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ノエルキャロル号の騎手R．エノンは，病気のため金子光希に変更。
〔競走中止〕 トラバント号は，2号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ノエルキャロル号に騎乗予定のR．エノンは，体重調整が出来ず，脱水症を発症し騎手変更となったことについて平成26年

4月19日から平成26年4月20日まで騎乗停止。
※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 トイボックス号・マイティーアゲン号・ミニ号



11005 4月12日 晴 良 （26福島1）第1日 第5競走 ��2，750�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時05分 （ 芝 ）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� 基準タイム2：57．4良

813 メジロサンノウ 牡6黒鹿 60
57 ▲原田 和真岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞�湖 メジロ牧場 476－103：01．7 44．9�

22 � シシャモフレンド 牝9鹿 58 白浜 雄造猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 486± 03：02．01� 38．8�
610 ヤマカツハクリュウ 牡7芦 60 高田 潤山田 博康氏 松田 博資 浦河 	川 啓一 478＋ 43：02．63
 2．6�
11 ボストンプラチナ 牡7青鹿60 高野 和馬ボストンホース� 柄崎 孝 日高 浦新 徳司 464－103：02．7
 65．2�
712 レッドアーヴィング �5栗 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 クビ 10．1�
33 ヤマニンメダイユ 牡5鹿 60 平沢 健治土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 492＋203：02．8クビ 15．6	
711 ローレルエルヴェル 牡9鹿 60 草野 太郎 �ローレルレーシング 星野 忍 静内 池田牧場 454－ 83：03．22
 21．9

46 フリーダムシチー 牡5栗 60 金子 光希 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 幾千世牧場 444＋ 43：03．41� 64．0�
57 � トーセンプラチナ 牡5鹿 60 浜野谷憲尚島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 488－ 23：03．71� 13．9
45 オウケンウッド 牡6芦 60 石神 深一福井 明氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 466＋20 〃 クビ 19．5�
58 サトノケンオー �7栗 62 熊沢 重文里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472＋ 23：05．310 22．5�
34 ミヤビファルネーゼ 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐村上 義勝氏 浅野洋一郎 浦河 大成牧場 488＋ 43：09．6大差 3．9�
69 シゲルヘビザ 牡4黒鹿59 中村 将之森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 492－ 4 （競走中止） 6．9�
814 シャイニーデザート 牡8黒鹿60 上野 翔小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 530＋ 4 （競走中止） 46．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，276，100円 複勝： 15，263，200円 枠連： 10，200，500円
馬連： 20，022，800円 馬単： 15，009，800円 ワイド： 11，556，700円
3連複： 32，632，800円 3連単： 51，850，000円 計： 168，811，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，490円 複 勝 � 1，060円 � 980円 � 160円 枠 連（2－8） 16，370円

馬 連 �� 36，490円 馬 単 �� 78，570円

ワ イ ド �� 8，720円 �� 2，580円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 48，270円 3 連 単 ��� 648，570円

票 数

単勝票数 計 122761 的中 � 2158（11番人気）
複勝票数 計 152632 的中 � 3002（11番人気）� 3237（10番人気）� 37601（1番人気）
枠連票数 計 102005 的中 （2－8） 460（27番人気）
馬連票数 計 200228 的中 �� 405（78番人気）
馬単票数 計 150098 的中 �� 141（139番人気）
ワイド票数 計 115567 的中 �� 321（75番人気）�� 1108（30番人気）�� 1346（22番人気）
3連複票数 計 326328 的中 ��� 499（141番人気）
3連単票数 計 518500 的中 ��� 59（1281番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 52．4－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジロサンノウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Green Desert デビュー 2011．5．28 東京15着

2008．2．29生 牡6黒鹿 母 メジロダーリング 母母 アイルオブグラス 障害：18戦2勝 賞金 34，498，000円
〔競走中止〕 シゲルヘビザ号は，5号障害〔ハードル〕飛越の際，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。

シャイニーデザート号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため6号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
※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 スズカマジェスタ号・ミヤコデラックス号・リリースバージョン号

11006 4月12日 晴 良 （26福島1）第1日 第6競走 ��1，700�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
1：43．3
1：41．7

良
不良

712� エビスグレイト 牡4黒鹿 57
56 ☆菱田 裕二加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 486＋ 51：47．1 4．6�

11 ファイブタブレット 牡4栗 57
56 ☆中井 裕二 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム B484－12 〃 クビ 4．0�

815� ダイメイサンジ 牡5鹿 57
54 ▲木幡 初也宮本 昇氏 中野 栄治 平取 北島牧場 480＋ 61：47．2� 39．3�

713 タマノペルセウス 牡4鹿 57
54 ▲伴 啓太玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 村下 貞憲 506－121：47．62� 13．0�

814 ローレルベロボーグ 牡4黒鹿57 藤懸 貴志 �ローレルレーシング 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 502± 01：47．91� 26．9	

35 � セルリアンラビット 牡5鹿 57 松田 大作�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 B448－ 51：48．64 78．9

611 サンマルスピリット 牡4鹿 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 B492± 01：49．02� 27．4�
610� ブルーグランツ 牡4鹿 57 村田 一誠 �ブルーマネジメント尾形 和幸 新ひだか 加野牧場 502＋ 11：49．21	 85．6�
47 バルトロメオ 牡4鹿 57

54 ▲松若 風馬 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：49．41 13．4
23 ワンダーブラザウン 牡4栗 57

54 ▲城戸 義政山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 468－ 41：49．61	 8．7�
34 � アルマライズ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 490－ 41：49．81	 127．9�
46 � タマモエスプレッソ 牡6黒鹿57 中舘 英二タマモ� 河内 洋 新ひだか フジワラフアーム 508－121：49．9� 3．0�
59 ソフトライム 牝4黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B468＋ 61：50．11	 42．7�
58 シンボリプロント 
5黒鹿57 的場 勇人シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 B442－121：50．52� 57．3�
22 ショウナンバッカス 牡5栗 57 丹内 祐次国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B528± 01：52．110 98．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 16，764，800円 複勝： 24，297，400円 枠連： 8，671，700円
馬連： 27，178，600円 馬単： 17，607，700円 ワイド： 14，527，400円
3連複： 36，609，400円 3連単： 59，314，000円 計： 204，971，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 210円 � 180円 � 680円 枠 連（1－7） 890円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 550円 �� 3，520円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 16，240円 3 連 単 ��� 59，560円

票 数

単勝票数 計 167648 的中 � 29120（3番人気）
複勝票数 計 242974 的中 � 31981（3番人気）� 43788（2番人気）� 7169（9番人気）
枠連票数 計 86717 的中 （1－7） 7208（3番人気）
馬連票数 計 271786 的中 �� 16452（4番人気）
馬単票数 計 176077 的中 �� 5929（5番人気）
ワイド票数 計 145274 的中 �� 7096（3番人気）�� 972（43番人気）�� 1344（28番人気）
3連複票数 計 366094 的中 ��� 1664（52番人気）
3連単票数 計 593140 的中 ��� 735（174番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．6―12．0―12．4―12．5―13．2―13．4―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―29．8―41．8―54．2―1：06．7―1：19．9―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．4
1
3
・（6，11，12）（3，9）7（2，14）8（1，15）10－（5，13）－4・（6，12）11，1，3，9（7，14）（8，15）（2，13）10（5，4）

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

勝馬の
紹 介

�エビスグレイト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ジェイドロバリー

2010．4．8生 牡4黒鹿 母 アラサナコンカロ 母母 コ ン カ ロ 4戦1勝 賞金 9，600，000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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アストロフォンテン号・ポイントキセキ号・ヤマニンミミック号・ユキノマルガリータ号



11007 4月12日 晴 良 （26福島1）第1日 第7競走 ��1，150�サラブレッド系3歳
発走13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

46 スマートエビデンス 牡3鹿 56
53 ▲城戸 義政大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 498－101：09．6 4．7�

58 キョウワメロディー 牝3栗 54 吉田 隼人�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 460－ 21：09．7� 8．2�
35 リストワール 牝3黒鹿54 松田 大作 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 440－141：09．8� 12．2�
22 アイノデンドウシ 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬國分 純氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 404＋ 81：10．12 9．0�
11 サンレイクウッド 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二加藤 信之氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 510－ 61：10．63 3．7	
59 ウールーシュヴァル 牡3鹿 56 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 438± 01：10．81� 62．2

712 ピュアモトヒメ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁黒澤 尚氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 478－141：11．0� 42．5�
713 マコトヴィガラス 牡3鹿 56 川須 栄彦�ディアマント 高野 友和 様似 出口 繁夫 506＋ 41：11．1� 16．7�
610 サ リ ー ナ 牝3鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新冠 対馬 正 464－ 41：11．2� 95．5
34 アミフジテンショウ 牝3栗 54 柴田 善臣内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 内藤牧場 510－ 41：12．47 14．9�
814 ハイリーカズマ 牡3鹿 56 勝浦 正樹�雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 508＋ 81：12．82� 4．2�
47 ティーエスブラック 牡3鹿 56 中舘 英二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 モトスファーム 514 ―1：13．0� 33．5�
815 イチザダイオウ 牡3栗 56

53 ▲原田 和真奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 日高 千葉飯田牧場 442－ 21：13．42� 277．6�
611 ナイキブレイヴ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太小野 誠治氏 古賀 史生 新ひだか 有限会社石川牧場 446 ― 〃 ハナ 159．1�
23 クリノジパング 牡3青鹿56 嘉藤 貴行栗本 博晴氏 奥平 雅士 日高 横井 哲 478 ―1：13．61� 257．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，604，300円 複勝： 25，037，900円 枠連： 7，693，700円
馬連： 23，423，700円 馬単： 14，316，200円 ワイド： 11，933，900円
3連複： 30，252，800円 3連単： 51，046，300円 計： 179，308，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 230円 � 320円 枠 連（4－5） 1，590円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 620円 �� 810円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 5，230円 3 連 単 ��� 25，910円

票 数

単勝票数 計 156043 的中 � 26582（3番人気）
複勝票数 計 250379 的中 � 42025（3番人気）� 28899（4番人気）� 17952（6番人気）
枠連票数 計 76937 的中 （4－5） 3577（8番人気）
馬連票数 計 234237 的中 �� 8105（9番人気）
馬単票数 計 143162 的中 �� 2849（16番人気）
ワイド票数 計 119339 的中 �� 4928（4番人気）�� 3647（10番人気）�� 2697（13番人気）
3連複票数 計 302528 的中 ��� 4276（18番人気）
3連単票数 計 510463 的中 ��� 1454（76番人気）

ハロンタイム 9．2―10．8―11．6―12．4―12．8―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．2―20．0―31．6―44．0―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．0
3 14，6－9，12，5（1，8）2，4（13，10）＝7，15（3，11） 4 6（14，9）－（5，12，8）（1，2）－（13，10）4＝7，11（15，3）

勝馬の
紹 介

スマートエビデンス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．6．22 阪神4着

2011．2．28生 牡3鹿 母 マルハチリプリー 母母 トリプルエンコア 9戦1勝 賞金 11，850，000円
※出走取消馬 クロスカレント号（疾病〔左肩跛行〕のため）

11008 4月12日 晴 良 （26福島1）第1日 第8競走 ��1，200�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
1：07．0
1：06．5

良
良

12 インスペード 牡5黒鹿57 中舘 英二�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 492＋201：09．7 3．4�
59 ショウナンバグース 牡4黒鹿57 柴田 善臣国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 454＋101：10．33� 25．4�
35 トランドネージュ 牝5栗 55 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 496＋ 21：10．51� 3．3�
23 クレムリンシチー 牡7栗 57 柴田 未崎 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 浦河 アイオイファーム 504－261：10．71� 68．3�
713 サンライズマーチ 牡4鹿 57

54 ▲松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 468＋ 21：10．8� 5．5	
612� ハナズルナピエナ 牝5鹿 55 川須 栄彦M．タバート氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム 418－101：11．01 11．6

48 ラ ド ゥ ガ 牝4鹿 55 吉田 隼人石川 幸司氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 442＋10 〃 クビ 23．1�
815 タニセンダイナスト 牡4鹿 57 丸山 元気染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 杵臼牧場 460± 0 〃 ハナ 26．3�
36 � サンライズテナンゴ 牡4芦 57 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 ハナ 52．1
816� ウ ッ チ ャ リ 牡5黒鹿57 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 豊浦 飯原牧場 408－17 〃 ハナ 188．5�
611 ワンツーステップ 牝4芦 55 黛 弘人佐々木政充氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 444＋221：11．1� 17．6�
510 フクノハツヒメ 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也福島 実氏 鹿戸 雄一 浦河 バンブー牧場 434－ 8 〃 クビ 11．3�
11 セルリアンスバル 牡4芦 57 荻野 琢真�イクタ 田中 章博 新冠 村本牧場 444＋ 41：11．2クビ 102．0�
24 テイエムジョニクロ 牡6黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 惣田 英幸 468－ 81：11．3� 118．3�
47 � アイノタマテバコ 牝4黒鹿55 大庭 和弥國分 純氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 422－181：11．4	 95．8�
714 トウケイポイント 牡4芦 57

54 ▲伴 啓太木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 下屋敷牧場 502± 01：12．14 16．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，736，600円 複勝： 23，541，000円 枠連： 9，311，100円
馬連： 26，039，200円 馬単： 15，517，500円 ワイド： 13，060，600円
3連複： 36，880，700円 3連単： 59，529，600円 計： 200，616，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 190円 � 380円 � 140円 枠 連（1－5） 2，390円

馬 連 �� 4，420円 馬 単 �� 6，020円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 360円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 5，020円 3 連 単 ��� 33，980円

票 数

単勝票数 計 167366 的中 � 38905（2番人気）
複勝票数 計 235410 的中 � 32505（3番人気）� 11984（7番人気）� 59335（1番人気）
枠連票数 計 93111 的中 （1－5） 2883（10番人気）
馬連票数 計 260392 的中 �� 4353（17番人気）
馬単票数 計 155175 的中 �� 1905（20番人気）
ワイド票数 計 130606 的中 �� 2080（19番人気）�� 10222（1番人気）�� 2462（14番人気）
3連複票数 計 368807 的中 ��� 5432（11番人気）
3連単票数 計 595296 的中 ��� 1293（82番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．4―11．9―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．7―46．6―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．0
3 ・（2，15，13）（10，11）（5，12）（7，9）（1，8）（3，6）4－16，14 4 ・（2，15，13）（5，10，11）12（7，9）（1，3）8（16，6）4，14

勝馬の
紹 介

インスペード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2012．3．11 中山4着

2009．5．14生 牡5黒鹿 母 コンプリカーター 母母 オールアバウトスタイル 7戦3勝 賞金 23，485，000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） 1頭 オーファメイ号
（非抽選馬） 4頭 エイティグローリー号・サチノリーダース号・トミケンフィアブル号・ピエナアプローズ号



11009 4月12日 晴 良 （26福島1）第1日 第9競走 ��1，150�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
1：06．9
1：06．9

良
良

610 モオプナツヨシ 牡4黒鹿 57
56 ☆菱田 裕二横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 480－ 81：09．4 5．3�

47 エ ッ フ ェ ル 牡4栗 57
54 ▲城戸 義政小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 B510－ 21：09．5� 74．0�

59 ヨゾラニネガイヲ 牝4鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 森田 直行 安平 ノーザンファーム 448－ 81：09．71� 14．4�
713 サンライズトーク �4芦 57

56 ☆中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 478－ 41：09．8� 3．1�
35 � シゲルリョウケンザ 牡4青鹿57 伊藤 工真森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 千葉飯田牧場 474＋ 21：10．01	 16．2�
815 ビップセレブアイ 牡6青鹿57 勝浦 正樹鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 468－ 61：10．1� 10．3	
712 サイレンスバード 牡4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 B494－ 8 〃 クビ 29．5

22 エトルアンフルール 牝4栗 55 松田 大作村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 470－ 6 〃 ハナ 3．6�
46 タイセイクインス 牝5青鹿55 川須 栄彦田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 482－ 4 〃 ハナ 10．0�
11 アスキットキング 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 416－141：10．84 24．9
58 ヤマニンネレイス 牝5栗 55

52 ▲長岡 禎仁土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 456－ 41：11．11
 173．4�
23 ジャストフレンズ 牝5鹿 55 嘉藤 貴行阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 432－ 61：11．2クビ 47．0�
34 カレンシュガーレイ 牡5鹿 57 吉田 隼人鈴木 隆司氏 奥村 武 日高 高柳 隆男 458－ 2 〃 ハナ 63．4�
611 ヒノデポベーダ 牝6鹿 55 高倉 稜久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 426－16 〃 ハナ 198．8�
814� ラ ノ ラ ラ ク 牝4栗 55

52 ▲原田 和真�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 466－101：11．62� 137．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 15，336，700円 複勝： 26，877，500円 枠連： 9，409，600円
馬連： 31，107，000円 馬単： 20，054，200円 ワイド： 15，871，100円
3連複： 42，473，800円 3連単： 73，777，600円 計： 234，907，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 1，900円 � 460円 枠 連（4－6） 2，940円

馬 連 �� 16，920円 馬 単 �� 27，980円

ワ イ ド �� 5，380円 �� 1，410円 �� 13，880円

3 連 複 ��� 88，050円 3 連 単 ��� 442，670円

票 数

単勝票数 計 153367 的中 � 23018（3番人気）
複勝票数 計 268775 的中 � 44459（3番人気）� 3036（11番人気）� 14365（6番人気）
枠連票数 計 94096 的中 （4－6） 2363（13番人気）
馬連票数 計 311070 的中 �� 1357（40番人気）
馬単票数 計 200542 的中 �� 529（68番人気）
ワイド票数 計 158711 的中 �� 719（47番人気）�� 2852（18番人気）�� 276（66番人気）
3連複票数 計 424738 的中 ��� 356（158番人気）
3連単票数 計 737776 的中 ��� 123（804番人気）

ハロンタイム 9．5―11．1―11．4―12．5―12．5―12．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．6―32．0―44．5―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モオプナツヨシ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2012．7．22 中京4着

2010．3．7生 牡4黒鹿 母 ダイアモンドタヤス 母母 タヤスメモリー 16戦2勝 賞金 18，550，000円

11010 4月12日 晴 良 （26福島1）第1日 第10競走 ��
��2，000�ひ め さ ゆ り 賞

発走14時50分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

福島ロータリークラブ会長賞（1着）
賞 品

本 賞 8，700，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 870，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

89 � オールステイ 牡3鹿 56 中谷 雄太石川 秀守氏 矢作 芳人 米 Indian
Creek Farm 478＋ 22：00．4 10．0�

78 ホルボッシュ 牡3黒鹿56 柴田 善臣窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：00．61 3．5�
55 トップアート 牡3鹿 56 吉田 隼人青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 436－ 62：00．81� 9．4�
22 コスモレヴァータ 牡3鹿 56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 小野 次郎 新冠 長浜 秀昭 442－ 22：00．9	 16．0�
11 クインズチャイルド 牡3鹿 56 勝浦 正樹 �クイーンズ・ランチ 伊藤 圭三 新ひだか 折手牧場 B480＋ 62：01．11
 14．2�
810 ストーリーセラー 牡3鹿 56 津村 明秀 	サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 500－ 42：01．2クビ 3．3

44 リバーソウル 牡3黒鹿56 高倉 稜林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 444＋ 42：01．62
 6．2�
77 ワールドダンス 牡3栗 56 丸山 元気杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 462－ 42：02．02
 21．9�
33 ネオヴァロン 牡3鹿 56 中舘 英二小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 458－ 42：02．32 9．2
66 ゼンノジェネラル 牡3鹿 56 松田 大作大迫久美子氏 �島 一歩 新冠 村上 欽哉 440－ 22：04．5大差 88．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 21，058，700円 複勝： 31，206，000円 枠連： 8，935，700円
馬連： 38，028，100円 馬単： 24，313，800円 ワイド： 16，751，800円
3連複： 48，814，700円 3連単： 100，082，000円 計： 289，190，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 240円 � 170円 � 270円 枠 連（7－8） 350円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，180円 �� 810円

3 連 複 ��� 5，280円 3 連 単 ��� 32，460円

票 数

単勝票数 計 210587 的中 � 16638（6番人気）
複勝票数 計 312060 的中 � 33239（4番人気）� 57425（2番人気）� 27528（6番人気）
枠連票数 計 89357 的中 （7－8） 19033（1番人気）
馬連票数 計 380281 的中 �� 17459（6番人気）
馬単票数 計 243138 的中 �� 4734（17番人気）
ワイド票数 計 167518 的中 �� 6065（8番人気）�� 3427（19番人気）�� 5152（11番人気）
3連複票数 計 488147 的中 ��� 6829（22番人気）
3連単票数 計1000820 的中 ��� 2276（129番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．2―12．0―12．4―12．5―12．2―12．3―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―34．6―46．6―59．0―1：11．5―1：23．7―1：36．0―1：48．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�オールステイ �
�
父 Cape Cross �

�
母父 Victory Gallop デビュー 2013．7．28 函館1着

2011．4．21生 牡3鹿 母 Flowerette 母母 Princess Olivia 11戦2勝 賞金 21，890，000円



11011 4月12日 晴 良 （26福島1）第1日 第11競走 ��
��1，200�

あ づ ま こ ふ じ

吾 妻 小 富 士 賞
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，25．4．6以降26．4．6まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

福島市長賞（1着）
賞 品

本 賞 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

611� カハラビスティー 牝5黒鹿52 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 506－ 21：09．5 3．2�
35 � レッドガルシア 牡5栗 54 松田 大作 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B508－ 21：09．6� 97．4�
612 シンジュボシ 牝4栗 54 柴田 善臣 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 480－101：09．7	 3．5�
48 ケイアイユニコーン 牡5栗 56 高倉 稜亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 480± 01：09．8	 7．5�
12 ボンジュールココロ 牝4鹿 53 木幡 初広田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 474－ 4 〃 ハナ 11．9�
36 カフヴァール 牝5鹿 52 吉田 隼人 	キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B468＋ 2 〃 ハナ 8．5

47 アンチュラス 牝5鹿 54 木幡 初也�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 460＋ 8 〃 ハナ 18．2�
510 ダイワインスパイア 牡5鹿 53 丸山 元気大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 480＋ 41：10．0	 30．9�
11 メイショウヒデタダ 牡5黒鹿56 川須 栄彦松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 478＋ 4 〃 ハナ 22．9
23 ハワイアンシュガー 牡6黒鹿53 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 440－ 8 〃 クビ 124．9�
816� レディオスソープ 牝6栗 52 嶋田 純次大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：10．1� 37．2�
713 シゲルオレンジ 牝5黒鹿51 藤懸 貴志森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 470－ 81：10．2クビ 195．8�
59 ベストブルーム 牡7鹿 55 津村 明秀横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 クビ 30．1�
815 レヴァンタール 
5鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 438－ 41：10．3	 24．3�
714 ブルーピアス 牝5栗 52 菱田 裕二田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 466± 01：10．4� 17．0�
24 ダブルスパーク 牝5芦 51 城戸 義政吉永 清美氏 目野 哲也 むかわ 上水牧場 448－ 81：10．71	 100．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，202，200円 複勝： 49，228，400円 枠連： 29，359，000円
馬連： 99，561，700円 馬単： 51，477，000円 ワイド： 39，213，800円
3連複： 140，381，200円 3連単： 236，331，000円 計： 676，754，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 1，430円 � 170円 枠 連（3－6） 930円

馬 連 �� 22，520円 馬 単 �� 26，930円

ワ イ ド �� 5，620円 �� 360円 �� 5，270円

3 連 複 ��� 24，850円 3 連 単 ��� 195，530円

票 数

単勝票数 計 312022 的中 � 77681（1番人気）
複勝票数 計 492284 的中 � 107289（1番人気）� 5933（13番人気）� 86868（2番人気）
枠連票数 計 293590 的中 （3－6） 23478（4番人気）
馬連票数 計 995617 的中 �� 3263（62番人気）
馬単票数 計 514770 的中 �� 1411（85番人気）
ワイド票数 計 392138 的中 �� 1590（64番人気）�� 30860（1番人気）�� 1696（60番人気）
3連複票数 計1403812 的中 ��� 4170（85番人気）
3連単票数 計2363310 的中 ��� 892（630番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―11．2―11．7―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．0―34．2―45．9―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カハラビスティー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Theatrical

2009．2．7生 牝5黒鹿 母 バ ロ ネ ッ セ 母母 Baroness Direct 10戦2勝 賞金 28，371，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 ハワイアンシュガー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 レッドガルシア号の騎手松田大作は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 ハワイアンシュガー号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エターナルムーン号・カシノエルフ号・ダイワスペシャル号

11012 4月12日 晴 良 （26福島1）第1日 第12競走 ��
��1，800�

い い も り や ま

飯 盛 山 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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：44．1

良
良

816 ブロードスター �4鹿 57 川須 栄彦安原 浩司氏 	島 一歩 浦河 バンブー牧場 472－121：49．1 15．0�
24 アルトゥバン 牡6栗 57 黛 弘人�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 490± 0 〃 クビ 6．4�
12 ア ル カ ナ 牝4鹿 55 吉田 隼人�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 21：49．31 8．5�
11 
 ノアミラクル 牡4鹿 57 高倉 稜佐山 公男氏 天間 昭一 日高 細川牧場 458－ 61：49．4� 68．3�
815 ヤマニンアルゴシー 牡4栗 57 勝浦 正樹土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 464＋ 2 〃 クビ 5．5	
23 ワタシマッテルワ 牝5鹿 55 松田 大作�ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 432± 0 〃 アタマ 52．5

714 テーオーレジェンド 牡5栗 57 藤懸 貴志小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 B492± 01：49．5クビ 14．2�
36 マイネルナタリス 牡7黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 458－ 41：49．6� 47．8�
611 グレートヴァリュー 牡6黒鹿57 中谷 雄太小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 462－ 6 〃 ハナ 71．1
510 ピタゴラスコンマ 牡5鹿 57 村田 一誠髙瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 520－ 41：49．81� 9．4�
713 ボロンベルラルーン 牝4鹿 55 菱田 裕二�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 452－ 61：49．9� 27．7�
35 マイネルコンキスタ 牡5鹿 57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 中川牧場 508＋ 81：50．0� 31．8�
47 エ グ ゼ ビ ア 牡4黒鹿57 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 516－141：50．1� 3．0�
612 リッシュレーヴ 牡4鹿 57 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 468－ 41：50．52� 49．2�
48 
 コンドッティエーレ 牡5栗 57 丸山 元気村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 474－161：50．71� 42．2�
59 ボブキャット 牡4鹿 57 中舘 英二村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 500－ 81：52．6大差 23．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，105，400円 複勝： 37，656，400円 枠連： 18，046，000円
馬連： 55，504，000円 馬単： 30，436，900円 ワイド： 26，195，000円
3連複： 79，900，800円 3連単： 129，558，500円 計： 399，403，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 430円 � 220円 � 280円 枠 連（2－8） 1，490円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 9，940円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 1，740円 �� 890円

3 連 複 ��� 12，140円 3 連 単 ��� 83，510円

票 数

単勝票数 計 221054 的中 � 11630（7番人気）
複勝票数 計 376564 的中 � 20509（6番人気）� 50114（2番人気）� 35404（4番人気）
枠連票数 計 180460 的中 （2－8） 8967（6番人気）
馬連票数 計 555040 的中 �� 8918（17番人気）
馬単票数 計 304369 的中 �� 2261（35番人気）
ワイド票数 計 261950 的中 �� 3880（17番人気）�� 3654（19番人気）�� 7480（6番人気）
3連複票数 計 799008 的中 ��� 4858（32番人気）
3連単票数 計1295585 的中 ��� 1145（221番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．2―12．4―12．3―12．3―12．4―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．7―48．1―1：00．4―1：12．7―1：25．1―1：36．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブロードスター �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．11．3 京都5着

2010．3．29生 �4鹿 母 シ ヤ ボ ナ 母母 Relish 17戦1勝 賞金 19，252，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 グレートヴァリュー号の騎手中谷雄太は，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）



（26福島1）第1日 4月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

170，450，000円
5，360，000円
1，460，000円
15，320，000円
63，037，000円
6，231，600円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
207，604，200円
348，453，400円
132，267，700円
400，538，300円
250，470，900円
194，419，100円
567，860，000円
968，119，600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 3，069，733，200円

総入場人員 8，919名 （有料入場人員 7，080名）
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