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11013 4月13日 晴 良 （26福島1）第2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 ストロングバルドル 牡3鹿 56 木幡 初広村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 470＋ 21：49．2 13．3�
611 ヴェアリアスサマー 牡3栗 56 三浦 皇成小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 502＋ 21：49．3� 13．4�
58 ジャックポット 牡3鹿 56 柴山 雄一�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 462＋ 61：49．51� 6．2�
22 エイユービリオネア 牡3栗 56 川須 栄彦笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 444± 01：49．6� 20．8�
35 ベストガーディアン 牝3鹿 54 北村 友一宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 534＋ 21：49．7� 5．6�
34 エスケイキング 牡3青鹿56 丸山 元気廣嶋 誠二氏 友道 康夫 浦河 中神牧場 474＋ 6 〃 ハナ 24．6	
610 セフティーエムアイ 牡3鹿 56 大下 智池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 462＋ 41：49．8クビ 18．4

23 メイショウトキムネ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 61：50．12 3．9�
46 プラチナバディ 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新ひだか 水上 習孝 440－ 41：50．41� 229．5
815 ヤマニンピエジェ 牡3鹿 56 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 出羽牧場 526－ 61：50．61� 46．5�
11 テイエムイチリュウ 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 山際牧場 484± 01：50．7� 121．5�
713 エンジェルラダー 牡3鹿 56 藤岡 康太吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム B482－ 4 〃 ハナ 3．7�
712 テイエムコンドル 牡3鹿 56 高倉 稜竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 452± 01：51．55 74．8�
47 ランドントウォーク 牡3青鹿56 吉田 隼人井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B478－ 61：51．6� 23．6�
59 デ ュ フ ー ル 牝3黒鹿54 柴田 善臣鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 浦河 駿河牧場 444－121：53．19 111．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 11，036，000円 複勝： 23，984，400円 枠連： 6，661，400円
馬連： 24，548，600円 馬単： 15，630，500円 ワイド： 14，001，900円
3連複： 39，877，400円 3連単： 54，992，600円 計： 190，732，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 490円 � 740円 � 210円 枠 連（6－8） 4，680円

馬 連 �� 14，660円 馬 単 �� 25，410円

ワ イ ド �� 4，150円 �� 1，330円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 20，360円 3 連 単 ��� 145，990円

票 数

単勝票数 計 110360 的中 � 6586（5番人気）
複勝票数 計 239844 的中 � 11996（6番人気）� 7388（10番人気）� 36957（3番人気）
枠連票数 計 66614 的中 （6－8） 1051（19番人気）
馬連票数 計 245486 的中 �� 1236（39番人気）
馬単票数 計 156305 的中 �� 454（68番人気）
ワイド票数 計 140019 的中 �� 813（42番人気）�� 2647（14番人気）�� 2029（24番人気）
3連複票数 計 398774 的中 ��� 1446（60番人気）
3連単票数 計 549926 的中 ��� 278（406番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―12．4―13．3―13．6―12．9―12．9―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．7―31．1―44．4―58．0―1：10．9―1：23．8―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ストロングバルドル �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．2．8 京都5着

2011．3．29生 牡3鹿 母 ラブアンドピース 母母 ピースオブワールド 3戦1勝 賞金 5，600，000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） 1頭 ジャマスルナ号
（非抽選馬） 3頭 ウッドフォード号・エストデスティネ号・シゲルイヨ号

11014 4月13日 晴 良 （26福島1）第2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

816 ハ ピ ネ ス 牝3黒鹿54 杉原 誠人 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 478＋ 41：09．6 2．0�

23 グッドウェーブ 牡3栗 56 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ヒノデファーム 444＋ 41：09．81� 4．6�
714 タカラジェニファ 牝3鹿 54 北村 友一村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 454－ 8 〃 ハナ 6．1�
48 ファインシュシュ 牝3青鹿54 木幡 初広井山 登氏 的場 均 浦河 駿河牧場 442－ 6 〃 クビ 19．8�
47 シングルカスク 牝3黒鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 418－ 4 〃 アタマ 8．8�
35 クインズラッシュ 牝3芦 54 高倉 稜 	クイーンズ・ランチ 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 450＋141：10．22� 11．8

510 サンマイアミ 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁坂田 行夫氏 蛯名 利弘 浦河 南部 功 428＋ 61：10．83� 274．7�
59 トミケンユオスタ 牝3鹿 54 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 駿河牧場 470＋101：10．9� 66．2�
36 サイプリペディウム 牝3芦 54 村田 一誠�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 420－ 4 〃 アタマ 119．5
12 テ ム ル 牡3栗 56 西田雄一郎畑佐 博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 沖田 博志 430－ 21：11．11� 49．6�
815 シエルエトワール 牝3鹿 54 川須 栄彦飯田 良枝氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 406－141：11．2クビ 183．3�
24 リ ベ ル テ 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二石川 幸司氏 浜田多実雄 新冠 若林牧場 458 ― 〃 アタマ 73．2�
611 カヴァリエール �3鹿 56 西村 太一吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B468－14 〃 クビ 25．2�
612 グロリアスヴァレー 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか カントリー牧場 384－161：11．62� 363．5�

713 ノーステラス 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム 454－101：12．02� 106．2�
11 サ ワ カ ゼ 牝3黒鹿 54

51 ▲松若 風馬西垣 �三氏 鈴木 伸尋 新ひだか 谷岡牧場 464 ―1：13．27 169．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，976，300円 複勝： 22，933，600円 枠連： 6，830，200円
馬連： 22，685，700円 馬単： 16，715，700円 ワイド： 12，835，800円
3連複： 31，161，000円 3連単： 53，611，800円 計： 180，750，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 150円 � 160円 枠 連（2－8） 400円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 240円 �� 300円 �� 460円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 3，210円

票 数

単勝票数 計 139763 的中 � 56081（1番人気）
複勝票数 計 229336 的中 � 69626（1番人気）� 37306（2番人気）� 32068（3番人気）
枠連票数 計 68302 的中 （2－8） 12681（1番人気）
馬連票数 計 226857 的中 �� 31120（1番人気）
馬単票数 計 167157 的中 �� 15178（1番人気）
ワイド票数 計 128358 的中 �� 14726（1番人気）�� 10735（2番人気）�� 6312（6番人気）
3連複票数 計 311610 的中 ��� 23844（1番人気）
3連単票数 計 536118 的中 ��� 12330（1番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．8―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．2―46．0―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ピ ネ ス �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 King’s Best デビュー 2013．12．7 阪神4着

2011．3．12生 牝3黒鹿 母 フェリシタス 母母 Embassy 5戦1勝 賞金 10，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サワカゼ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月13日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ウェザーストーム号・エタニティタイム号・オートクレール号・コスモリュブリュー号・ニーチェ号・

ラストシャングリラ号
（非抽選馬） 2頭 アストレア号・フクイル号

第１回 福島競馬 第２日



11015 4月13日 晴 良 （26福島1）第2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

713 エアカミュゼ 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494－ 61：48．5 1．7�
22 トウショウワイルド 牡3鹿 56 古川 吉洋トウショウ産業� 武田 博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 432－ 41：49．35 33．9�
58 ジョックロック 牡3鹿 56 勝浦 正樹�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 436－141：49．72� 23．4�
814 レオパイレーツ 牡3鹿 56 吉田 隼人�レオ 尾形 和幸 新冠 芳住 鉄兵 446 ―1：49．91� 37．7�
11 メイショウロブロイ 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二松本 好	氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 486＋ 81：50．11� 5．4

59 ブラックシェンロン 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也田頭 勇貴氏 矢野 英一 登別 登別上水牧場 458＋ 8 〃 ハナ 6．9�
34 カネトシエンパシー 牡3栗 56

53 ▲松若 風馬兼松 利男氏 日吉 正和 日高 メイプルファーム 452－ 5 〃 クビ 115．2�
23 エ ー ス ワ ン 牡3鹿 56 丹内 祐次榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 480－101：50．31� 30．8
815 ア マ ク ダ リ 牡3栗 56 宮崎 北斗千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか 神垣 道弘 496 ―1：50．4� 81．0�
712 タイセイフラッシュ 牡3黒鹿56 柴山 雄一田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 平取 二風谷ファーム 484－241：51．35 36．8�
610 スズカエルフォトン �3青鹿56 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 476 ―1：51．4クビ 16．9�
611 ボールドケーム 牡3青鹿 56

55 ☆中井 裕二増田 陽一氏 菊沢 隆徳 新冠 新冠橋本牧場 514－ 61：51．82� 55．0�
47 ドックオブザベイ 牝3黒鹿54 西田雄一郎�グランド牧場 藤原 辰雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 418－ 81：51．9� 142．2�
46 エスティクレスト 牡3鹿 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 488＋ 21：52．43 21．5�
35 クリアレイク 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 430－ 41：52．93 206．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 14，412，500円 複勝： 35，567，400円 枠連： 8，309，800円
馬連： 23，530，400円 馬単： 20，430，600円 ワイド： 12，924，900円
3連複： 33，618，600円 3連単： 65，311，000円 計： 214，105，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 490円 � 400円 枠 連（2－7） 930円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 810円 �� 530円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 6，600円 3 連 単 ��� 16，840円

票 数

単勝票数 計 144125 的中 � 70362（1番人気）
複勝票数 計 355674 的中 � 209514（1番人気）� 8886（8番人気）� 11552（6番人気）
枠連票数 計 83098 的中 （2－7） 6613（4番人気）
馬連票数 計 235304 的中 �� 10399（5番人気）
馬単票数 計 204306 的中 �� 7547（9番人気）
ワイド票数 計 129249 的中 �� 3961（9番人気）�� 6493（3番人気）�� 890（30番人気）
3連複票数 計 336186 的中 ��� 3763（23番人気）
3連単票数 計 653110 的中 ��� 2863（47番人気）

ハロンタイム 7．2―11．6―11．8―12．7―13．0―12．9―13．2―12．8―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．8―30．6―43．3―56．3―1：09．2―1：22．4―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エアカミュゼ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．15 阪神8着

2011．2．23生 牡3黒鹿 母 ツィンクルヴェール 母母 ツィンクルブライド 7戦1勝 賞金 10，100，000円
※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。
（非当選馬） 4頭 イレーヌ号・ジェイケイニュース号・ノースエット号・モンレーヴリアン号
（非抽選馬） 3頭 スターレット号・ダークファンタジー号・モークン号

11016 4月13日 晴 良 （26福島1）第2日 第4競走 ��2，750�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時10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

11 ニジノハヤテ 牡4黒鹿59 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか 三石ファーム 480－ 63：02．5 13．1�
45 タマモダイナミック 牡6鹿 60 林 満明タマモ� 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 532＋ 63：03．35 18．0�
57 メイショウタービン 牡5鹿 60 難波 剛健松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 462± 03：03．61� 7．3�
610 ディープスノー 牝6鹿 58 江田 勇亮日下部勝德氏 土田 稔 新冠 石郷岡 雅樹 474－ 23：03．7� 7．6�
69 オ ベ レ ッ ク 牡4鹿 59 高野 和馬片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 472＋ 23：04．12� 89．8�
22 ポピュラーストック �6栗 60 浜野谷憲尚 	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 498－ 63：04．41� 10．3

712	 レッドキングダム 牡5鹿 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 474＋ 43：05．25 6．4�
58 コスモカンタービレ 牡7黒鹿60 草野 太郎 	ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 508＋ 63：05．94 29．5�
814 ティアップビクター 牡4黒鹿59 石神 深一田中 昇氏 高木 登 浦河 猿橋 義昭 448＋ 63：06．11� 48．3
46 	 イチザゴールド 牡6黒鹿60 田村 太雅奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新冠 カミイスタット 508± 03：08．9大差 93．6�
34 マイネルグート 牡7鹿 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 510－10 〃 クビ 14．5�
33 ショウナンカリーノ 牝4鹿 57 金子 光希国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 424＋ 23：10．510 72．6�
813 ウエスタンディオ 牡7鹿 60 白浜 雄造西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか 北西牧場 494± 03：17．4大差 23．2�
711	 アポロドーロス 牡5鹿 60 横山 義行アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 484－ 2 （競走中止） 2．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，393，300円 複勝： 17，755，400円 枠連： 8，500，500円
馬連： 21，310，700円 馬単： 15，520，900円 ワイド： 11，576，500円
3連複： 34，022，600円 3連単： 57，093，800円 計： 177，173，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 280円 � 430円 � 260円 枠 連（1－4） 6，340円

馬 連 �� 7，290円 馬 単 �� 16，050円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，210円 �� 940円

3 連 複 ��� 10，840円 3 連 単 ��� 100，810円

票 数

単勝票数 計 113933 的中 � 6895（6番人気）
複勝票数 計 177554 的中 � 17820（4番人気）� 10080（7番人気）� 19480（3番人気）
枠連票数 計 85005 的中 （1－4） 991（24番人気）
馬連票数 計 213107 的中 �� 2160（27番人気）
馬単票数 計 155209 的中 �� 714（54番人気）
ワイド票数 計 115765 的中 �� 3179（10番人気）�� 2335（17番人気）�� 3055（12番人気）
3連複票数 計 340226 的中 ��� 2318（36番人気）
3連単票数 計 570938 的中 ��� 418（291番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 51．7－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ニジノハヤテ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フェアジャッジメント デビュー 2012．10．20 京都11着

2010．4．9生 牡4黒鹿 母 カネショウシャネル 母母 ウィスパーモア 障害：2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 メイショウタービン号は，馬場入場時に左後肢落鉄。発走時刻5分遅延。
〔競走中止〕 アポロドーロス号は，2号障害〔竹柵〕着地時に転倒したため競走中止。
※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。
（非当選馬） 1頭 グランデクロコ号
（非抽選馬） 2頭 ウインバンディエラ号・クリノメダリスト号



11017 4月13日 晴 良 （26福島1）第2日 第5競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走12時00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

815 シャドウカラーズ 牝3鹿 54 村田 一誠飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 456－ 41：50．1 8．8�
714 マダムジルウェット 牝3鹿 54 吉田 隼人�ラ・メール 高木 登 日高 川端 正博 480－ 2 〃 クビ 3．4�
612 タイセイマジック 牡3鹿 56 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 490 ―1：50．31� 49．7�
47 テイエムリキオー 牡3黒鹿 56

55 ☆菱田 裕二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 466－ 41：50．4� 5．7�
24 カワキタアロー 牡3青鹿56 杉原 誠人川島 吉男氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 440± 01：50．5� 58．2�
36 ワンハンドカット �3鹿 56 黛 弘人丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 468－281：50．6クビ 20．5	
35 ランデッククィーン 牝3栗 54 木幡 初広簗田 満氏 高市 圭二 浦河 バンブー牧場 464－ 2 〃 クビ 14．8

59 ウイングパラダイス 牝3鹿 54 古川 吉洋 �ミキハウスHKサービス 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム 460 ―1：50．7� 228．9�
12 ホッコーゴウケン 牡3栗 56 藤岡 康太矢部 道晃氏 西浦 勝一 新冠 平山牧場 464 ―1：50．8� 16．2�
510 ラ イ ヨ ー ル 牡3鹿 56 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 新ひだか タツヤファーム 472－141：51．01� 3．3
713 グッドマッチ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか 武 牧場 470－161：51．21� 212．5�
23 ビレッジソング 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二岡田 牧雄氏 萩原 清 日高 いとう牧場 424± 01：51．62� 16．5�
816 サンドミエシュ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也 �キャロットファーム 武藤 善則 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 408－10 〃 ハナ 77．2�

611 コスモラヴコール 牡3芦 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ファーミングヤナキタ 474＋ 81：51．7� 27．5�
48 コスモベツァーリ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 日高 戸川牧場 428－ 81：51．9� 55．2�
11 スーパースパーク 牝3青鹿54 北村 友一杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 B468－ 81：52．11� 54．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，279，900円 複勝： 28，203，600円 枠連： 9，436，200円
馬連： 30，136，700円 馬単： 18，337，200円 ワイド： 15，829，000円
3連複： 42，156，400円 3連単： 64，849，000円 計： 226，228，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 330円 � 170円 � 800円 枠 連（7－8） 1，600円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 4，570円

ワ イ ド �� 780円 �� 5，770円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 21，720円 3 連 単 ��� 148，170円

票 数

単勝票数 計 172799 的中 � 15524（4番人気）
複勝票数 計 282036 的中 � 21583（5番人気）� 56183（2番人気）� 7338（10番人気）
枠連票数 計 94362 的中 （7－8） 4367（6番人気）
馬連票数 計 301367 的中 �� 11163（6番人気）
馬単票数 計 183372 的中 �� 2967（13番人気）
ワイド票数 計 158290 的中 �� 5250（6番人気）�� 650（55番人気）�� 2029（22番人気）
3連複票数 計 421564 的中 ��� 1433（73番人気）
3連単票数 計 648490 的中 ��� 323（433番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．2―49．0―1：01．5―1：14．0―1：26．2―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャドウカラーズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．6 函館4着

2011．5．16生 牝3鹿 母 シャドウストリーム 母母 ケイウーマン 7戦1勝 賞金 8，850，000円
〔発走状況〕 タイセイマジック号は，枠入り不良。

コスモラヴコール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 コスモラヴコール号は，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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エンジェルフォース号
（非抽選馬） 4頭 ウインシビュラ号・トーホウクローバー号・ノリノリハッピー号・ブラックエミオ号

11018 4月13日 晴 良 （26福島1）第2日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時30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

816 ビッグアーサー 牡3鹿 56 藤岡 康太中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 バンブー牧場 518 ―1：09．5 8．3�
47 クラウンアイリス 牝3栗 54 国分 恭介�クラウン 大根田裕之 大分 クラウンファーム 390－ 61：09．92� 6．7�
23 ヨッテウタッテ 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 中地 康弘 462± 01：10．11� 2．7�
11 ジョーヌダンブル 牝3栗 54 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 468＋141：10．31� 9．8�
611 ヴァッフシュテルケ 牡3青鹿56 北村 友一�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 444－14 〃 クビ 10．2	
24 ディアエトワール 牡3栗 56 吉田 隼人ディアレスト 奥村 武 新ひだか 山際 智 456＋ 21：10．72� 4．2

714 アラマサクリスエス 牝3青鹿54 柴山 雄一�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 420－ 21：10．8� 57．2�
59 ロ ワ ド ー ル 牡3鹿 56 丸山 元気保坂 和孝氏 木村 哲也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋221：10．9クビ 168．0�
48 アップルシェア 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 450－ 41：11．0� 13．9
612 メ ニ ア オ バ 牝3鹿 54 古川 吉洋江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 450＋ 21：11．1クビ 38．1�
713 バゴラグーン 牝3栗 54 黛 弘人 M・

Kenichiホールディング� 尾関 知人 千歳 社台ファーム 400 ― 〃 ハナ 97．7�
36 アクアプリンセス 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也水谷 昌晃氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 444＋261：11．2� 83．7�
35 リトルスカッシュ 牝3鹿 54 平野 優�ターフ・スポート二ノ宮敬宇 新ひだか タイヘイ牧場 430± 01：11．62� 111．5�
510 チアフルミイチャン 牝3鹿 54 西田雄一郎内藤 好江氏 岩戸 孝樹 日高 中館牧場 450－ 2 〃 ハナ 343．5�
815 サンフォンタナ 牝3青鹿 54

53 ☆菱田 裕二加藤 信之氏 大竹 正博 日高 中川 欽一 398－ 81：13．3大差 96．3�
12 ソングストレス 牝3黒鹿54 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454 ―1：13．72� 82．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，693，500円 複勝： 25，289，400円 枠連： 9，984，600円
馬連： 26，971，000円 馬単： 17，745，900円 ワイド： 14，465，700円
3連複： 36，808，700円 3連単： 59，756，100円 計： 208，714，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 240円 � 220円 � 140円 枠 連（4－8） 1，470円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 7，020円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 540円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 30，360円

票 数

単勝票数 計 176935 的中 � 16837（4番人気）
複勝票数 計 252894 的中 � 23336（5番人気）� 26437（4番人気）� 64779（1番人気）
枠連票数 計 99846 的中 （4－8） 5035（6番人気）
馬連票数 計 269710 的中 �� 5595（15番人気）
馬単票数 計 177459 的中 �� 1868（28番人気）
ワイド票数 計 144657 的中 �� 2628（19番人気）�� 6795（6番人気）�� 7521（5番人気）
3連複票数 計 368087 的中 ��� 9211（9番人気）
3連単票数 計 597561 的中 ��� 1453（85番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―12．1―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．8―45．9―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビッグアーサー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Kingmambo 初出走

2011．3．18生 牡3鹿 母 シ ヤ ボ ナ 母母 Relish 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンフォンタナ号・ソングストレス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月

13日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アイアンミライ号
（非抽選馬） 3頭 アテンション号・サンバカーニバル号・ラブリードレス号



11019 4月13日 晴 良 （26福島1）第2日 第7競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走13時00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
1：43．3
1：41．7

良
不良

46 アドマイヤキュート 牝5黒鹿55 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440＋ 61：47．2 2．7�
815 ダイワプロシード 牝4栗 55 川須 栄彦大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 452＋ 21：47．62� 14．6�
22 グレートエンジェル 牝4鹿 55 高倉 稜田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 480－10 〃 クビ 20．8�
712� ヤ マ ガ ー ル 牝4栗 55 柴山 雄一西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 510＋ 61：47．7クビ 34．1�
610 シ ナ ー ラ 牝4鹿 55 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 428＋ 21：48．12� 23．0�
611 メイショウブリエ 牝4鹿 55

52 ▲松若 風馬松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 418－121：48．52� 61．8	
11 ナンヨーノキョー 牝4黒鹿55 嶋田 純次中村 德也氏 小笠 倫弘 浦河 三好牧場 442－ 21：48．6� 50．1

713 ポ ロ タ ン 牝4鹿 55

52 ▲岩崎 翼小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 434＋ 41：48．7� 8．8�
34 マスタープラチナム 牝4栗 55 村田 一誠�谷岡牧場 栗田 徹 新ひだか 谷岡牧場 454± 0 〃 ハナ 13．1
58 アンジェラスベル 牝4鹿 55 木幡 初広田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 466＋ 61：49．01� 78．8�
814� ニットウミューズ 牝6鹿 55 中谷 雄太藤井 謙氏 大和田 成 浦河 日東牧場 508＋ 81：49．1� 184．0�
35 パーティブロッサム 牝5黒鹿55 藤岡 康太飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 B476± 01：49．41� 2．6�
47 ラインビューティー 牝4栗 55

52 ▲木幡 初也西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 470－ 41：49．71� 58．9�
59 ビッグダージリン 牝4鹿 55

54 ☆菱田 裕二関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 B470＋ 4 〃 アタマ 60．3�
23 グラマラスグロウ 牝4鹿 55 古川 吉洋首藤 徳氏 蛯名 利弘 新ひだか グランド牧場 B460－ 61：52．7大差 23．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，451，300円 複勝： 23，001，400円 枠連： 9，924，400円
馬連： 27，361，600円 馬単： 17，882，600円 ワイド： 14，912，600円
3連複： 38，016，200円 3連単： 65，239，000円 計： 211，789，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 470円 � 310円 枠 連（4－8） 1，640円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 720円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 11，430円 3 連 単 ��� 41，760円

票 数

単勝票数 計 154513 的中 � 45388（2番人気）
複勝票数 計 230014 的中 � 62654（1番人気）� 9764（7番人気）� 16354（4番人気）
枠連票数 計 99244 的中 （4－8） 4490（7番人気）
馬連票数 計 273616 的中 �� 7915（9番人気）
馬単票数 計 178826 的中 �� 3729（9番人気）
ワイド票数 計 149126 的中 �� 3449（11番人気）�� 5331（7番人気）�� 1157（37番人気）
3連複票数 計 380162 的中 ��� 2455（38番人気）
3連単票数 計 652390 的中 ��� 1153（101番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．4―43．1―56．0―1：08．3―1：21．4―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤキュート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．1．14 京都6着

2009．4．23生 牝5黒鹿 母 ロージーミスト 母母 ビューティフルベーシック 12戦3勝 賞金 31，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラマラスグロウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月13日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マレンカヤ号
（非抽選馬） 1頭 エンドレスラヴ号

11020 4月13日 晴 良 （26福島1）第2日 第8競走 1，150�サラブレッド系4歳以上
発走13時30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

816� レッドグラサージュ 牡5栗 57 国分 恭介 �東京ホースレーシング 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 B492－ 61：09．1 11．9�
612� ウインオーラム 牡5栗 57 黛 弘人�ウイン 奥平 雅士 新冠 村上 欽哉 514－ 8 〃 クビ 3．5�
47 マサノボラーレビア 牡5鹿 57 川須 栄彦中村 時子氏 高野 友和 日高 道見牧場 542＋261：09．2クビ 7．8�
815 ナリタキャッツアイ 牡6鹿 57

54 ▲城戸 義政�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 488－101：09．41� 10．3�
23 モリトブイコール �6栗 57 丸山 元気石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 476－ 41：09．71� 18．4�
714 オリエンタルエジル 牡4鹿 57 草野 太郎棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 482－ 21：09．91 160．1	
12 トウショウハマー 牡5栗 57 西田雄一郎トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 582± 0 〃 ハナ 42．7

48 サマーハピネス 牝5鹿 55

54 ☆菱田 裕二セゾンレースホース� 松元 茂樹 日高 下河辺牧場 490－ 2 〃 クビ 5．7�
35 デイブレイク 牡6鹿 57 柴山 雄一�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 488－ 61：10．0� 20．0
611 サクライスピラート 牡4鹿 57 吉田 隼人�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 466－ 2 〃 クビ 4．8�
59 テ ッ シ ン 牡4青鹿57 勝浦 正樹益田 修一氏 中野 栄治 日高 野島牧場 442－ 41：10．21� 106．7�
36 � エヌワイグレース 牝5鹿 55 杉原 誠人サンアンドコム 和田 正道 新ひだか 前川牧場 474＋121：10．83� 256．3�
713 メイショウアルファ 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 452＋ 41：11．33 31．5�
510 アラビアンマジック 牡5鹿 57 丹内 祐次吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 B472＋ 61：11．61� 77．3�
24 ベルモントホウオウ 牝4青鹿55 嶋田 純次 �ベルモントファーム鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム 490－ 41：12．34 14．5�
11 アジャストメント 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁山田 貞蔵氏 山内 研二 日高 広中 稔 494－ 4 （競走中止） 46．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，041，600円 複勝： 27，966，400円 枠連： 12，860，600円
馬連： 28，981，200円 馬単： 17，827，300円 ワイド： 16，734，600円
3連複： 40，240，300円 3連単： 63，032，600円 計： 224，684，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 390円 � 170円 � 340円 枠 連（6－8） 580円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 6，470円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，960円 �� 720円

3 連 複 ��� 7，000円 3 連 単 ��� 47，420円

票 数

単勝票数 計 170416 的中 � 11294（6番人気）
複勝票数 計 279664 的中 � 16168（7番人気）� 57886（1番人気）� 19009（6番人気）
枠連票数 計 128606 的中 （6－8） 16462（2番人気）
馬連票数 計 289812 的中 �� 7904（8番人気）
馬単票数 計 178273 的中 �� 2034（23番人気）
ワイド票数 計 167346 的中 �� 4140（8番人気）�� 2031（26番人気）�� 5930（4番人気）
3連複票数 計 402403 的中 ��� 4245（20番人気）
3連単票数 計 630326 的中 ��� 981（131番人気）

ハロンタイム 9．6―11．0―11．3―12．1―12．4―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．6―31．9―44．0―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レッドグラサージュ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト

2009．2．1生 牡5栗 母 ロイヤルティアラ 母母 ロイヤルコスマー 8戦1勝 賞金 9，600，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 アジャストメント号は，競走中に疾病〔左第3中手骨開放骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 オリエンタルエジル号の騎手草野太郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



11021 4月13日 晴 良 （26福島1）第2日 第9競走 2，000�サラブレッド系4歳以上
発走14時05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
1：57．3
1：56．1

良
良

713 アウトオブシャドウ 牡4栗 57 吉田 隼人飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 456－ 42：00．4 2．5�
47 レッドセインツ 牡6鹿 57

54 ▲木幡 初也 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 442＋ 4 〃 クビ 6．2�
816 アンブリッジローズ 牡4鹿 57 三浦 皇成 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 440－ 82：00．82� 16．0�
24 レッドシェリフ 牡6栗 57 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 494－ 42：00．9クビ 24．0�
35 コアレスドラゴン 牡4鹿 57 北村 友一小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 B498－ 22：01．22 9．5	
612� キ ワ ミ 牝5鹿 55

52 ▲長岡 禎仁�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 442＋ 2 〃 クビ 13．4

59 マイネルハートレー 牡5青鹿 57

56 ☆菱田 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 510－ 42：01．3クビ 57．1�

815 ギリギリヒーロー 牡6栗 57
54 ▲松若 風馬小林 照弘氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 438＋ 4 〃 クビ 79．5�

11 スズカファイター 牡4鹿 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 464± 02：01．51� 13．5
48 ソロデビュー 牝5黒鹿55 勝浦 正樹�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 516＋ 22：01．6� 102．8�
36 マイネルランスタン 牡4栗 57

56 ☆中井 裕二 �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 458＋ 22：01．7� 30．6�

510 ストーンヘンジ 牡6鹿 57 村田 一誠 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500－ 6 〃 ハナ 62．7�

12 マイネルアクロス 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 464＋102：01．8クビ 22．1�

611 シンボリパソドブレ 牡4鹿 57 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 B490－162：01．9� 122．7�
23 ヤマトダイアンサス 牝4栃栗55 丸山 元気みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 466－ 82：02．75 5．6�
714 メロディフェア 牝4青鹿 55

52 ▲伴 啓太星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 440－ 22：04．19 52．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，475，800円 複勝： 32，551，200円 枠連： 12，430，000円
馬連： 44，187，600円 馬単： 26，436，600円 ワイド： 23，098，900円
3連複： 60，852，000円 3連単： 108，638，300円 計： 328，670，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 230円 � 350円 枠 連（4－7） 1，060円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 560円 �� 510円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 13，540円

票 数

単勝票数 計 204758 的中 � 64960（1番人気）
複勝票数 計 325512 的中 � 84648（1番人気）� 34604（3番人気）� 19204（8番人気）
枠連票数 計 124300 的中 （4－7） 8700（4番人気）
馬連票数 計 441876 的中 �� 29859（2番人気）
馬単票数 計 264366 的中 �� 11794（2番人気）
ワイド票数 計 230989 的中 �� 10598（5番人気）�� 11653（3番人気）�� 3233（19番人気）
3連複票数 計 608520 的中 ��� 10963（10番人気）
3連単票数 計1086383 的中 ��� 5925（21番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．8―12．7―12．5―12．4―11．6―11．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―35．6―48．3―1：00．8―1：13．2―1：24．8―1：36．6―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アウトオブシャドウ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sri Pekan デビュー 2012．12．15 阪神4着

2010．2．9生 牡4栗 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul 6戦2勝 賞金 13，900，000円
〔制裁〕 レッドセインツ号の騎手木幡初也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成26年4月19日から平成26年4月

20日まで騎乗停止。（被害馬：16番）

11022 4月13日 晴 良 （26福島1）第2日 第10競走 ��1，700�
は な み や ま

花 見 山 特 別
発走14時40分 （ダート・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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

69 マンハッタンコード 牡5鹿 57 北村 友一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 486± 01：47．2 2．5�
813� ヒシラストガイ 牡4栗 57 柴田 善臣阿部 雅英氏 久保田貴士 米 Masa-

ichiro Abe 478－121：47．73 33．7�
711 ブリスコーラ 牡5鹿 57 柴山 雄一山口 正行氏 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 512± 0 〃 アタマ 14．8�
44 ピグマリオン 牡5鹿 57 菱田 裕二 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 470± 01：47．91� 4．1�
710 レオネプチューン 牡6鹿 57 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 468＋ 2 〃 クビ 9．5	
57 ハーストイーグル 牡4鹿 57 勝浦 正樹髙瀬 真尚氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 510＋ 21：48．21� 11．6

45 ナリタタイフーン 牡5鹿 57 川須 栄彦�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 508－ 2 〃 アタマ 18．1�
33 オーバーヘッド 牡6栗 57 藤岡 康太水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 500－101：48．3クビ 60．5�
68 	 スズカロードスター 牡4鹿 57 黛 弘人永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 452－ 71：48．61� 25．2
812 ト キ ノ ユ ウ 牡5鹿 57 西田雄一郎岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 440－ 61：48．91� 125．7�
22 	 ワンダーストラ 牡7栗 57 小坂 忠士山本 信行氏 梅内 忍 浦河 林 孝輝 488－101：49．0� 121．4�
56 トミケンプレミオ 牡4鹿 57 木幡 初広冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 500± 01：49．32 5．7�
11 ホ ク シ ン 牡6青鹿57 伴 啓太中村 勝彦氏 高橋 祥泰 青森 扶桑牧場 B488－ 81：49．51 100．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，912，200円 複勝： 29，962，700円 枠連： 12，641，200円
馬連： 43，994，600円 馬単： 30，109，100円 ワイド： 20，524，900円
3連複： 59，004，900円 3連単： 118，111，700円 計： 333，261，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 830円 � 320円 枠 連（6－8） 3，220円

馬 連 �� 5，340円 馬 単 �� 7，530円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 550円 �� 5，430円

3 連 複 ��� 15，610円 3 連 単 ��� 74，890円

票 数

単勝票数 計 189122 的中 � 61875（1番人気）
複勝票数 計 299627 的中 � 78307（1番人気）� 6940（9番人気）� 21715（6番人気）
枠連票数 計 126412 的中 （6－8） 2901（9番人気）
馬連票数 計 439946 的中 �� 6081（18番人気）
馬単票数 計 301091 的中 �� 2954（29番人気）
ワイド票数 計 205249 的中 �� 2608（21番人気）�� 9975（5番人気）�� 881（44番人気）
3連複票数 計 590049 的中 ��� 2791（46番人気）
3連単票数 計1181117 的中 ��� 1164（211番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．8―31．0―44．1―57．1―1：09．4―1：21．9―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マンハッタンコード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2011．11．27 京都8着

2009．2．12生 牡5鹿 母 マンハッタン 母母 ユーワジョイナー 26戦2勝 賞金 32，182，000円
［他本会外：1戦0勝］



11023 4月13日 晴 良 （26福島1）第2日 第11競走 ��2，000�福 島 民 報 杯
発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：55�，牝馬2�減，収得
賞金1，000万円超過馬は超過額1，100万円毎1�増，�：55�，牝馬2�減，GⅠ競走1
着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�増，GⅢ競走1着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

福島民報社長賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 4，400，000
4，400，000

円
円 2，200，000円

付 加 賞 392，000円 112，000円 28，000
28，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

35 � レッドレイヴン 牡4青鹿56 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli
& Bobby Flay 514＋ 21：58．4 2．7�

611 ムーンリットレイク 牡6鹿 56 菱田 裕二 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：59．03� 25．0�
24 ケイアイチョウサン 牡4黒鹿56 勝浦 正樹�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 448－ 8 〃 ハナ 15．6�
47 セイルラージ 牡7鹿 56 丸山 元気 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 4 〃 同着 43．1�
714 ラブイズブーシェ 牡5黒鹿56 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 460± 0 〃 クビ 6．7	
12 アロマカフェ 牡7黒鹿56 大庭 和弥西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 468－ 41：59．21	 12．2

59 レインスティック 牡7栗 57 吉田 隼人 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 468＋ 4 〃 アタマ 64．9�
23 ミエノワンダー 牡4鹿 56 三浦 皇成里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 498－ 8 〃 クビ 5．4�
713 アクションスター 牡4栗 55 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472± 01：59．3クビ 18．0
36 マルカプレジオ 牡6栃栗56 川須 栄彦河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 484± 01：59．4� 22．3�
510 シゲルササグリ 牡5黒鹿56 中井 裕二森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 506－ 81：59．5
 47．7�
612 サムソンズプライド 牡4鹿 55 柴山 雄一有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 クビ 29．8�
816 セイクリッドセブン 牡7栗 56 高田 潤 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－101：59．71	 171．6�
815 ゼ ロ ス 牡5鹿 56 国分 恭介杉澤 光雄氏 石橋 守 日高 坂 牧場 506－ 22：00．12� 12．2�
48 トップカミング �8黒鹿55 岩部 純二�コオロ 萱野 浩二 浦河 木戸口牧場 458± 0 〃 クビ 157．6�
11 ペプチドアマゾン 牡4鹿 55 藤岡 康太沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 468－ 42：00．63 12．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，379，900円 複勝： 78，867，400円 枠連： 36，297，300円
馬連： 167，453，700円 馬単： 80，065，500円 ワイド： 62，641，300円
3連複： 231，166，500円 3連単： 386，597，900円 計： 1，094，469，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 410円 �
�

320円
620円 枠 連（3－6） 1，880円

馬 連 �� 4，060円 馬 単 �� 5，760円

ワ イ ド �� 970円 ��
��

590円
1，400円

��
��

2，830円
4，760円

3 連 複 ���
���

8，030円
23，540円 3 連 単 ���

���
33，890円
92，810円

票 数

単勝票数 計 513799 的中 � 153207（1番人気）
複勝票数 計 788674 的中 �

�
192253
18865

（1番人気）
（13番人気）

� 31130（9番人気）� 43091（7番人気）

枠連票数 計 362973 的中 （3－6） 14303（8番人気）
馬連票数 計1674537 的中 �� 30476（17番人気）
馬単票数 計 800655 的中 �� 10273（16番人気）
ワイド票数 計 626413 的中 ��

��
9761
3160
（18番人気）
（57番人気）

��
��

16943
1854
（6番人気）
（82番人気）

�� 6560（32番人気）

3連複票数 計2311665 的中 ��� 10663（52番人気）��� 3614（150番人気）
3連単票数 計3865979 的中 ��� 4213（193番人気） ��� 1536（599番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―34．4―46．4―58．6―1：10．8―1：22．8―1：34．9―1：46．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レッドレイヴン �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2012．7．1 函館1着

2010．3．4生 牡4青鹿 母 Wonder Again 母母 Ameriflora 10戦4勝 賞金 86，035，000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 オートドラゴン号

11024 4月13日 晴 良 （26福島1）第2日 第12競走 ��1，200�
き た か た

喜 多 方 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 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

24 �� スピアナート 牝5鹿 55 藤岡 康太有限会社シルク�島 一歩 米 Shadai Cor-
poration 458－101：08．8 5．4�

35 サンライズポパイ 牡6鹿 57 北村 友一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 468－ 21：09．12 24．0�
612 テイエムコウノトリ 牝5黒鹿55 三浦 皇成竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 442－ 41：09．41	 7．9�
36 � アンウォンド 牝4栗 55 杉原 誠人�大樹ファーム 菊沢 隆徳 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones 494± 0 〃 ハナ 5．5�
816 キ ー パ ッ プ 牝5鹿 55 西村 太一辰己 岩夫氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 41：09．5
 11．2�
12 タガノレオーネ 牝4鹿 55 菱田 裕二八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 41：09．6
 3．9	
47 ハーモニーフェア 牝4黒鹿55 吉田 隼人 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 456－ 61：09．7
 30．5

714 ヒラボクロマンス 牝4栗 55 古川 吉洋�平田牧場 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 488－12 〃 同着 40．0�
23 ジャストザオネスト 牡4黒鹿57 川須 栄彦ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 490－ 21：09．91� 10．5�
59 � ア ギ ャ ン ト 牝4鹿 55 竹之下智昭�藤原牧場 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 450＋ 2 〃 ハナ 12．1�
815 トクラットリバー 牝4黒鹿55 柴山 雄一吉田 勝己氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 474－ 8 〃 クビ 104．4�
48 シ ェ ー ル 牝4芦 55 木幡 初広谷水 雄三氏 池上 昌弘 新ひだか カントリー牧場 B450± 01：10．11� 19．9�
713 マックスストレイン 牡7栗 57 丸山 元気鈴木 芳夫氏 石毛 善彦 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 41：10．2	 82．9�
510 シャルロッカ 牝4鹿 55 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 新ひだか カントリー牧場 432＋ 21：10．51	 143．0�
11 ニ シ ノ ニ カ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 482＋ 81：10．6
 16．3�
611 クラウンフィデリオ 牡6栗 57 西田雄一郎�クラウン 天間 昭一 浦河 中島牧場 B472－ 31：11．98 122．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，869，400円 複勝： 50，381，400円 枠連： 23，546，200円
馬連： 82，976，300円 馬単： 43，655，400円 ワイド： 37，958，300円
3連複： 116，539，300円 3連単： 203，576，700円 計： 590，503，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 230円 � 500円 � 260円 枠 連（2－3） 860円

馬 連 �� 5，680円 馬 単 �� 9，430円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 830円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 13，520円 3 連 単 ��� 74，570円

票 数

単勝票数 計 318694 的中 � 46657（2番人気）
複勝票数 計 503814 的中 � 65069（3番人気）� 23417（8番人気）� 53061（4番人気）
枠連票数 計 235462 的中 （2－3） 20299（3番人気）
馬連票数 計 829763 的中 �� 10791（28番人気）
馬単票数 計 436554 的中 �� 3420（41番人気）
ワイド票数 計 379583 的中 �� 5166（28番人気）�� 11728（6番人気）�� 6853（17番人気）
3連複票数 計1165393 的中 ��� 6363（49番人気）
3連単票数 計2035767 的中 ��� 2015（257番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―10．8―11．6―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．4―45．0―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
スピアナート �

�
父 Bernstein �

�
母父 Fairy King

2009．2．28生 牝5鹿 母 Tadwiga 母母 Euromill 12戦2勝 賞金 24，611，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウンフィデリオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月13日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アードバーク号・エフティチャーミー号・マイネエビータ号
（非抽選馬） 7頭 エーデルシュタイン号・サマニトップレディ号・サンマルビューティ号・タツフラッシュ号・デンコウスカイ号・

マジカルビアンカ号・ユキノラムセス号

３レース目



（26福島1）第2日 4月13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 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

174，620，000円
7，300，000円
1，930，000円
15，570，000円
64，895，500円
5，572，800円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
240，921，700円
396，464，300円
157，422，400円
544，138，100円
320，357，300円
257，504，400円
763，463，900円
1，300，810，500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 3，981，082，600円

総入場人員 13，405名 （有料入場人員 11，146名）
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