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11037 4月20日 晴 良 （26福島1）第4日 第1競走 ��1，150�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
1：06．9
1：06．9

良
良

713 ア マ ア マ 牝3栗 54 松田 大作中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 440＋ 21：10．3 6．1�
36 ヤマニンキュルミネ 牡3芦 56 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 460－ 4 〃 クビ 3．2�
24 スペクタキュラー 牡3黒鹿56 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496－ 81：10．4クビ 2．7�
816 イタリアンフェッテ 牝3鹿 54 木幡 初広芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 416－ 6 〃 クビ 20．2�
23 ヴ ォ ラ ン テ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志石川 幸司氏 牧田 和弥 浦河 馬道 繁樹 408＋ 81：10．61� 29．1�
47 カ プ チ ー ノ 牡3鹿 56 西田雄一郎小野 博郷氏 柴田 政人 新ひだか 稲葉牧場 462± 01：10．7� 18．9�
815 ダ ー エ 牝3栗 54 伊藤 工真小林 博雄氏 伊藤 正徳 平取 高橋 幸男 442－10 〃 ハナ 16．1	
59 アテンション 牝3栗 54 丹内 祐次本間 充氏 本間 忍 日高 本間牧場 410－141：10．8� 80．8

35 フ リ メ ー ル 牝3栗 54

51 ▲原田 和真�ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 424＋ 61：10．9� 115．8�
11 リネンアイアン 牡3鹿 56 柴田 未崎戸山 光男氏 和田 雄二 新冠 佐藤 信広 474 ―1：11．0クビ 93．4
611 サウンドグランデ 牡3栗 56 川須 栄彦増田 雄一氏 和田 正道 新ひだか 前田 宗将 482－10 〃 クビ 17．1�
48 イージスコンゴウ 牡3栗 56 吉田 隼人眞﨑 修氏 作田 誠二 浦河 中神牧場 510＋ 61：11．1� 15．3�
12 ウィンディーウィン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行堀江 貞幸氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 420 ―1：11．73� 199．8�
612 ラストシャングリラ 牡3黒鹿56 嶋田 純次 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 460＋101：12．02 22．8�
510 ト ラ イ バ ル 牡3鹿 56 中舘 英二篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 456＋121：13．38 138．0�

（15頭）
714 ミッドシアター 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム 504＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 11，534，000円 複勝： 23，026，700円 枠連： 8，897，700円
馬連： 26，499，900円 馬単： 19，692，800円 ワイド： 14，807，900円
3連複： 39，869，300円 3連単： 62，442，100円 計： 206，770，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 160円 � 120円 � 110円 枠 連（3－7） 1，010円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 350円 �� 320円 �� 180円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 5，460円

票 数

単勝票数 差引計 115340（返還計 1500） 的中 � 15134（3番人気）
複勝票数 差引計 230267（返還計 2440） 的中 � 29944（3番人気）� 59232（2番人気）� 63843（1番人気）
枠連票数 差引計 88977（返還計 380） 的中 （3－7） 6528（3番人気）
馬連票数 差引計 264999（返還計 7948） 的中 �� 20421（3番人気）
馬単票数 差引計 196928（返還計 5389） 的中 �� 6895（6番人気）
ワイド票数 差引計 148079（返還計 5905） 的中 �� 9429（3番人気）�� 10725（2番人気）�� 24358（1番人気）
3連複票数 差引計 398693（返還計 22438） 的中 ��� 39039（1番人気）
3連単票数 差引計 624421（返還計 32245） 的中 ��� 8454（8番人気）

ハロンタイム 9．8―11．3―11．8―12．4―12．2―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．8―21．1―32．9―45．3―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F37．4
3 6（11，13）（5，4，15）16（3，7）8，9（1，10）（2，12） 4 6（11，13）5（4，15）16（3，7）8，9，1－2，10，12

勝馬の
紹 介

ア マ ア マ �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2013．6．22 東京9着

2011．3．19生 牝3栗 母 レディアマポーラ 母母 カルメンジョオー 10戦1勝 賞金 12，250，000円
〔競走除外〕 ミッドシアター号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 アテンション号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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） 2頭 アルレジェンヌ号・ミスズモンブラン号
（非抽選馬） 5頭 エストデスティネ号・モントランブラン号・リトルスカッシュ号・リンリンクスクス号・ワキノハクリュウ号

11038 4月20日 晴 良 （26福島1）第4日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時15分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

611 クラウンデュナミス 牝3黒鹿54 勝浦 正樹矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 462＋ 81：10．2 11．0�
24 ブリッツカイザー 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 486＋ 41：10．41� 3．6�
23 サビーナクレスタ �3鹿 56 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 470－ 21：10．5	 4．2�
35 ヒーラブズミー 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二吉田 千津氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 438＋ 8 〃 クビ 10．0�
11 フヨウアーミーデー 牡3鹿 56 柴田 未崎刈屋 �氏 高市 圭二 新ひだか 岡田 隆志 474± 01：10．6
 16．4	
510 サザンライツ 牡3鹿 56 川須 栄彦 
サンデーレーシング 池上 昌弘 安平 追分ファーム 496 ―1：10．91
 6．1�
612 クラバウターマン 牡3栗 56 大野 拓弥内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 内藤牧場 B472＋ 8 〃 クビ 160．3�
714 キネオメジャー �3栗 56 津村 明秀吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B456－181：11．11	 9．3
59 トゥルースカイ 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二宮川 純造氏 大根田裕之 新冠 ヒカル牧場 474＋ 61：11．2	 14．1�
36 カシノクローネ 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 496＋ 81：11．94 136．1�
713 メイズバースデー 牝3栗 54 松田 大作吉川 潤氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 446－141：12．11� 26．7�
47 デルマゴクウ 牡3栗 56

53 ▲原田 和真浅沼 廣幸氏 天間 昭一 千歳 社台ファーム 474 ―1：12．2
 170．5�
12 ロ コ コ 牝3鹿 54 中舘 英二�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416＋ 21：12．3	 22．5�
815 メイショウキセキ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 458－ 61：12．72	 67．9�
816 カネトシプロシード 牡3鹿 56 高倉 稜兼松 利男氏 森田 直行 日高 白瀬 盛雄 452 ―1：13．23 31．4�
48 ビバサクラサクラ 牡3鹿 56 小島 太一池住 節子氏 小島 太 新ひだか キヨタケ牧場 420－ 61：14．79 260．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，540，100円 複勝： 20，800，200円 枠連： 8，866，100円
馬連： 25，076，400円 馬単： 17，566，000円 ワイド： 13，172，700円
3連複： 36，840，100円 3連単： 56，589，100円 計： 192，450，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 250円 � 140円 � 180円 枠 連（2－6） 1，100円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 730円 �� 900円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 23，510円

票 数

単勝票数 計 135401 的中 � 9780（6番人気）
複勝票数 計 208002 的中 � 17545（5番人気）� 48072（1番人気）� 31785（2番人気）
枠連票数 計 88661 的中 （2－6） 5994（5番人気）
馬連票数 計 250764 的中 �� 9215（8番人気）
馬単票数 計 175660 的中 �� 2563（19番人気）
ワイド票数 計 131727 的中 �� 4291（6番人気）�� 3402（12番人気）�� 10522（1番人気）
3連複票数 計 368401 的中 ��� 9188（5番人気）
3連単票数 計 565891 的中 ��� 1777（50番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．5―11．7―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．0―46．7―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンデュナミス �
�
父 ダンディコマンド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．6．29 福島3着

2011．3．10生 牝3黒鹿 母 シルクドレスアップ 母母 ノンダムール 7戦1勝 賞金 11，100，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 カシノクローネ号の騎手小崎綾也は，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：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビバサクラサクラ号は，「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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 アイアンミライ号・エントラール号・グランドエンジェル号・コスモリュブリュー号・サンバカーニバル号・

ダイワゴージャス号・ニーチェ号・ラダムドー号・ラブリードレス号・ローザフィナーレ号

第１回 福島競馬 第４日



11039 4月20日 晴 良 （26福島1）第4日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・右）

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

58 パフュームボム 牝3鹿 54 川須 栄彦飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 456－ 61：47．6 1．5�
813 キレイナオヒメサマ 牝3栗 54 丸田 恭介國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 456＋101：48．45 31．3�
610 ラフェットデメール 牝3黒鹿54 中舘 英二大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B446－ 81：49．35 14．4�
711 ディープリアン 牝3鹿 54 勝浦 正樹深見 敏男氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 448－ 81：49．72� 7．8�
11 アロマフレグランス 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 446 ― 〃 クビ 65．3�
57 キョウエイカプリス 牝3鹿 54 中谷 雄太田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 472± 01：49．91� 30．8�
46 ビューティガッキ 牝3栗 54 吉田 隼人 M・

Kenichiホールディング	 小島 茂之 浦河 ガーベラパー
クスタツド 430－141：51．17 25．1


712 マリオンフォンテン 牝3黒鹿54 木幡 初広吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 446＋ 21：51．73� 61．9�
22 コンフォータブル 牝3青鹿54 村田 一誠石瀬 浩三氏 尾形 和幸 新冠 樋渡 信義 494± 01：54．6大差 99．5�
33 クイーンベジタブル 牝3鹿 54 松田 大作松岡 孝一氏 牧田 和弥 日高 高山牧場 504± 02：02．9大差 29．6
34 リトルプレーヤー 牝3黒鹿54 宮崎 北斗加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 418± 0 （競走中止） 67．2�
45 デルマシズカチャン 牝3栗 54 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B448－ 6 （競走中止） 5．4�
69 ヴェルダンディ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 B454± 0 （競走中止） 237．8�
814 ヤマニンジュニパー 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 472＋ 2 （競走中止） 85．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 17，136，600円 複勝： 38，626，400円 枠連： 8，257，900円
馬連： 23，703，500円 馬単： 21，029，000円 ワイド： 13，761，500円
3連複： 34，972，200円 3連単： 68，935，000円 計： 226，422，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 450円 � 260円 枠 連（5－8） 1，410円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 650円 �� 460円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 5，320円 3 連 単 ��� 19，950円

票 数

単勝票数 計 171366 的中 � 90967（1番人気）
複勝票数 計 386264 的中 � 217659（1番人気）� 10630（6番人気）� 22297（4番人気）
枠連票数 計 82579 的中 （5－8） 4329（4番人気）
馬連票数 計 237035 的中 �� 9363（5番人気）
馬単票数 計 210290 的中 �� 6442（7番人気）
ワイド票数 計 137615 的中 �� 5326（7番人気）�� 8011（3番人気）�� 991（29番人気）
3連複票数 計 349722 的中 ��� 4857（16番人気）
3連単票数 計 689350 的中 ��� 2551（50番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．2―43．4―56．2―1：08．8―1：21．6―1：34．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パフュームボム �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Wild Again デビュー 2013．7．21 中京17着

2011．4．11生 牝3鹿 母 ジェミーブロッサム 母母 パレイシャルアフェア 9戦1勝 賞金 12，300，000円
〔競走中止〕 デルマシズカチャン号は，4コーナー手前で前の馬に触れてつまずき，転倒したため競走中止。

ヤマニンジュニパー号・ヴェルダンディ号は，4コーナー手前で，転倒した「デルマシズカチャン」号に触れ，騎手が落馬
したため競走中止。
リトルプレーヤー号は，4コーナー手前で，転倒した「デルマシズカチャン」号に触れ，転倒したため競走中止。

〔その他〕 コンフォータブル号・クイーンベジタブル号は，4コーナー手前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。

11040 4月20日 晴 良 （26福島1）第4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

58 エクセリオン 牡7芦 60 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 474± 03：02．6 16．8�
34 ドンクーガー 牡4青鹿59 難波 剛健山田 貢一氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 478＋ 83：04．19 9．1�
57 マイティーアゲン 牝7鹿 58 高野 和馬浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 446－ 83：04．31� 20．9�
33 レアーレスパーダ �7鹿 60 金子 光希 �社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム 500＋ 43：04．51� 4．8�
711 サルジェンツチェリ 牡4芦 59 五十嵐雄祐加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 472± 0 〃 ハナ 4．1�
22 オリオンザアルファ 牡7黒鹿60 蓑島 靖典平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 490＋ 23：05．35 4．1	
11 クレバーベスト �6鹿 60 森 一馬 
ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 482＋263：05．61� 5．9�
712	 ブラックシャリオ 牡4黒鹿59 黒岩 悠�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 笹地牧場 488＋ 23：05．7
 39．6�
610 クリノメダリスト 牝8栗 58 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 454＋ 43：06．97 74．5
813 フクノアトリア 牝4鹿 57 上野 翔福島 実氏 伊藤 伸一 浦河 木村牧場 480＋ 8 〃 ハナ 25．9�
814 キュウシュウソダチ 牡4鹿 59 草野 太郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 鹿児島 服部 文明 450－ 23：07．0� 59．1�
46 ショウナンパレット 牝4黒鹿57 山本 康志�湘南 古賀 史生 新冠 柏木 一則 458± 03：07．21
 46．4�
45 	 メ イ ラ イ ト 牝4鹿 57 林 満明中島 稔氏 坪 憲章 浦河 王蔵牧場 458＋ 23：07．41� 82．0�
69 エーシンフルマーク �5栗 60 西谷 誠
栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 496－ 4 （競走中止） 20．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 10，999，200円 複勝： 16，331，500円 枠連： 9，778，000円
馬連： 23，456，500円 馬単： 17，073，900円 ワイド： 11，574，500円
3連複： 36，547，700円 3連単： 56，391，300円 計： 182，152，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 540円 � 410円 � 610円 枠 連（3－5） 1，220円

馬 連 �� 10，550円 馬 単 �� 25，210円

ワ イ ド �� 3，020円 �� 3，550円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 52，690円 3 連 単 ��� 327，700円

票 数

単勝票数 計 109992 的中 � 5179（6番人気）
複勝票数 計 163315 的中 � 7951（6番人気）� 11044（5番人気）� 6884（7番人気）
枠連票数 計 97780 的中 （3－5） 5944（5番人気）
馬連票数 計 234565 的中 �� 1642（32番人気）
馬単票数 計 170739 的中 �� 500（71番人気）
ワイド票数 計 115745 的中 �� 945（32番人気）�� 801（38番人気）�� 971（31番人気）
3連複票数 計 365477 的中 ��� 512（115番人気）
3連単票数 計 563913 的中 ��� 127（710番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 51．0－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

エクセリオン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Groom Dancer デビュー 2009．11．15 東京7着

2007．5．3生 牡7芦 母 シャルムダンサー 母母 Dam Spectacular 障害：3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時15分に変更。
〔競走中止〕 エーシンフルマーク号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため5号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔制裁〕 サルジェンツチェリ号の騎手五十嵐雄祐は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ヴァリュービジョン号・ミニ号



11041 4月20日 晴 良 （26福島1）第4日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時00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
1：45．3
1：44．1

良
良

713 ユアメモリー 牝3青鹿 54
53 ☆菱田 裕二�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム B424－ 21：48．8 6．3�

611 アドマイヤアロマ 牝3栗 54 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 440＋101：48．9� 11．5�
47 ウインオリアート 牝3黒鹿54 津村 明秀�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 424＋ 81：49．11� 3．6�
23 スパークルキャット 牝3黒鹿54 勝浦 正樹�ターフ・スポート尾関 知人 浦河 中神牧場 452± 0 〃 クビ 1．9�
816 エンジェルフォース 牝3鹿 54 吉田 隼人 M・

Kenichiホールディング� 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 434－ 41：49．84 37．9	
24 メドウスラヴ 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 438 ―1：50．54 33．4

510 グレースグランド 牝3鹿 54 横山 和生�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 436－ 8 〃 ハナ 42．6�
612 デザートオブムーン 牝3黒鹿54 丸山 元気 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 470± 01：50．92� 16．8�
48 チリトテチン 牝3鹿 54 大庭 和弥阿部 紀子氏 蛯名 利弘 浦河 大道牧場 386－ 81：51．32� 69．2
815 ロークワット 牝3青鹿54 黛 弘人山岸 桂市氏 奥平 雅士 日高 シンボリ牧場 460 ― 〃 アタマ 137．1�
714 ピンキーカフェ 牝3鹿 54 柴山 雄一西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 400－ 8 〃 アタマ 222．7�
36 ヒ ト シ レ ズ 牝3栗 54

51 ▲小崎 綾也桜井 忠隆氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 460－ 81：51．51 237．7�
35 エリースプラッシュ 牝3栗 54 丹内 祐次谷川 正純氏 岩戸 孝樹 新ひだか 畠山牧場 434－ 6 〃 クビ 358．0�
11 ティエスリーナ 牝3芦 54 高倉 稜田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 432－ 61：52．56 241．3�
12 ユ ナ リ ナ 牝3栗 54 中谷 雄太櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 412 ― 〃 同着 81．6�
59 ワールドスローン 牝3鹿 54 木幡 初広小林 章氏 蛯名 利弘 新ひだか 原 フアーム B428－ 41：53．35 245．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，352，000円 複勝： 29，761，800円 枠連： 10，764，700円
馬連： 28，567，900円 馬単： 25，711，800円 ワイド： 17，615，400円
3連複： 42，713，500円 3連単： 82，040，500円 計： 259，527，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 270円 � 270円 � 180円 枠 連（6－7） 1，720円

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 7，860円

ワ イ ド �� 920円 �� 630円 �� 510円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 30，380円

票 数

単勝票数 計 223520 的中 � 28342（3番人気）
複勝票数 計 297618 的中 � 27384（3番人気）� 27142（4番人気）� 50254（2番人気）
枠連票数 計 107647 的中 （6－7） 4633（7番人気）
馬連票数 計 285679 的中 �� 5996（12番人気）
馬単票数 計 257118 的中 �� 2416（21番人気）
ワイド票数 計 176154 的中 �� 4544（9番人気）�� 6966（6番人気）�� 8904（4番人気）
3連複票数 計 427135 的中 ��� 6853（13番人気）
3連単票数 計 820405 的中 ��� 1993（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．9―48．1―1：00．2―1：12．3―1：24．3―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ユアメモリー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．14 阪神5着

2011．4．2生 牝3青鹿 母 メモリアルサマー 母母 サマーワイン 7戦1勝 賞金 6，700，000円
〔騎手変更〕 エンジェルフォース号の騎手大野拓弥は，第3競走での落馬による検査のため吉田隼人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワールドスローン号は，「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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ノアポルテ号・ヘヴンリーシチー号
（非抽選馬） 2頭 デュエット号・マロンブーケ号

11042 4月20日 晴 良 （26福島1）第4日 第6競走 ��
��1，150�サラブレッド系4歳以上

発走12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

610 キタサンウンリュー 牡5黒鹿57 丸山 元気�大野商事 河内 洋 新ひだか 平野牧場 532－ 61：09．3 2．0�
45 フィンデルムンド 牡6鹿 57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム B484＋ 61：09．51� 3．2�
46 サーシスリーフ 牡4鹿 57 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 490＋ 2 〃 アタマ 8．4�
57 ハドソンシチー 牡4黒鹿57 水口 優也 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 B442＋ 21：09．6クビ 27．6�
711	 エクセレンフレール 牡4鹿 57 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie

W. Lockhart Jr. 508－141：09．81
 23．8	
33 アタッキングゾーン �6鹿 57 平野 優広尾レース� 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 482－221：10．01
 87．0

814� イッセキニチョウ 牡5鹿 57 岩部 純二山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 466－ 81：10．1クビ 46．0�
813 スズノライジン 牡5黒鹿57 勝浦 正樹小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 522－ 81：10．2� 34．6�
69 ブライトシチー 牡5青鹿57 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 新ひだか 出羽牧場 502－10 〃 クビ 24．2
34 トロピカルメジャー 牡5黒鹿 57

54 ▲伴 啓太小川 勲氏 作田 誠二 日高 本間牧場 476＋ 41：10．41 28．1�
712	 シゲルカイチョウ 牡6黒鹿57 藤懸 貴志森中 蕃氏 服部 利之 米 Dr. John

Piconi 494－10 〃 ハナ 34．5�
58 アスターキング 牡4栗 57

56 ☆中井 裕二加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 490－ 61：10．5� 41．9�
11 マルイチワンダー 牡4栗 57 古川 吉洋小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 436－ 6 〃 クビ 22．4�
22 コウヨウエンプレス 牝4鹿 55 西田雄一郎寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 本巣 一敏 B476± 01：11．56 105．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，322，700円 複勝： 23，868，800円 枠連： 10，895，800円
馬連： 26，168，400円 馬単： 19，220，400円 ワイド： 15，795，300円
3連複： 36，900，600円 3連単： 65，948，400円 計： 216，120，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 130円 � 180円 枠 連（4－6） 200円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 160円 �� 300円 �� 370円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 2，410円

票 数

単勝票数 計 173227 的中 � 69274（1番人気）
複勝票数 計 238688 的中 � 61900（1番人気）� 54496（2番人気）� 27294（3番人気）
枠連票数 計 108958 的中 （4－6） 40656（1番人気）
馬連票数 計 261684 的中 �� 55595（1番人気）
馬単票数 計 192204 的中 �� 23476（1番人気）
ワイド票数 計 157953 的中 �� 33225（1番人気）�� 11523（2番人気）�� 8882（3番人気）
3連複票数 計 369006 的中 ��� 34442（1番人気）
3連単票数 計 659484 的中 ��� 20256（1番人気）

ハロンタイム 9．8―11．0―11．5―12．1―12．0―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．8―20．8―32．3―44．4―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．0
3 ・（8，10）（4，11）6，14（2，3）12（9，5）（1，13）－7 4 ・（8，10）（4，11）6－（14，5）（2，3）12（1，9）13，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キタサンウンリュー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2011．12．11 阪神5着

2009．3．5生 牡5黒鹿 母 スペシャルウーマン 母母 タイキミステリー 21戦3勝 賞金 33，650，000円



11043 4月20日 晴 良 （26福島1）第4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 ブルーメリディアン 牝5黒鹿 55
52 ▲小崎 綾也 �ブルーマネジメント小崎 憲 新ひだか 佐竹 学 444－ 41：46．1 6．0�

58 トゥザレジェンド 牝4栗 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506－121：46．2� 1．8�
610� アルティメイトラブ 牝5黒鹿55 黛 弘人 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 472＋ 61：46．94 9．7�
611 エルシェロアスール 牝4栗 55 津村 明秀山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 474± 01：47．11� 16．9�
22 エンドレスラヴ 牝4鹿 55 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 日高 細川牧場 470－ 21：47．2クビ 31．0	
815� マ レ ン カ ヤ 牝6鹿 55 杉原 誠人加藤 厚子氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 452± 0 〃 アタマ 214．0

47 ダブルファンタジー 牝4栗 55 古川 吉洋安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 492＋241：47．3� 28．7�
11 フィールザロマンス 牝4黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁坂田 行夫氏 武井 亮 むかわ 平岡牧場 462＋131：47．51� 94．8�
23 マーヴェリックス 牝4鹿 55 岡田 祥嗣市川 義美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 456± 01：47．82 27．0
712 ポイントキセキ 牝4栗 55 丹内 祐次小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 494－ 61：48．11	 131．7�
35 リアライズクレア 牝5栗 55 西田雄一郎工藤 圭司氏 加藤 征弘 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 534－ 21：48．31� 15．8�
814� レディメイアン 牝5鹿 55

54 ☆菱田 裕二髙樽さゆり氏 本田 優 浦河 宮内牧場 448－141：48．4クビ 9．5�
34 � スリーキャピトル 牝5鹿 55 松田 大作永井商事� 高橋 康之 新ひだか 三石ファーム 470－ 41：48．61� 17．8�
59 � サマーフェニックス 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 424－ 81：48．91	 429．8�
713 ハートアンドハート 牝4青鹿55 勝浦 正樹村井 良孝氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 486＋ 81：49．22 122．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，416，800円 複勝： 30，670，500円 枠連： 10，860，300円
馬連： 29，561，700円 馬単： 24，072，100円 ワイド： 18，608，800円
3連複： 44，601，300円 3連単： 84，358，200円 計： 262，149，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 160円 � 110円 � 170円 枠 連（4－5） 490円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 250円 �� 610円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 9，330円

票 数

単勝票数 計 194168 的中 � 25650（2番人気）
複勝票数 計 306705 的中 � 44746（2番人気）� 102372（1番人気）� 39119（3番人気）
枠連票数 計 108603 的中 （4－5） 16453（2番人気）
馬連票数 計 295617 的中 �� 39980（1番人気）
馬単票数 計 240721 的中 �� 10220（6番人気）
ワイド票数 計 186088 的中 �� 20252（1番人気）�� 6710（8番人気）�� 15121（2番人気）
3連複票数 計 446013 的中 ��� 23085（2番人気）
3連単票数 計 843582 的中 ��� 6679（19番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―30．4―43．3―56．5―1：08．8―1：21．2―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーメリディアン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー 2012．2．11 東京2着

2009．5．7生 牝5黒鹿 母 カズサヒロイン 母母 タケノアロー 19戦2勝 賞金 25，520，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔騎手変更〕 ポイントキセキ号の騎手大野拓弥は，第3競走での落馬負傷のため丹内祐次に変更。
〔制裁〕 エンドレスラヴ号の騎手宮崎北斗は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番・12

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。
（非当選馬） 1頭 モモトンボ号

11044 4月20日 晴 良 （26福島1）第4日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （芝・右）

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

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

816 キ ー パ ッ プ 牝5鹿 55
52 ▲伴 啓太辰己 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 460－ 41：10．0 5．1�
510 スーパーアース 牝4黒鹿55 花田 大昂岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 460＋ 21：10．1� 3．7�
59 トミケンフィアブル 牡4栗 57 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 482－ 2 〃 クビ 14．1�
35 ランパスキャット 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 492± 01：10．31� 6．5�
11 エーティーガンダム 牡6栗 57 古川 吉洋荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 474－ 41：10．4� 35．9�
47 アルマシャウラ 牝4鹿 55 柴山 雄一コウトミックレーシング 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 426－14 〃 アタマ 103．4�
36 � オーファメイ 牝5鹿 55 藤岡 康太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466＋ 8 〃 クビ 11．7	
815� ザゲームイズオン 牡5鹿 57 吉田 隼人大塚 亮一氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 アタマ 5．5

24 ジェネクラージュ 牡4栗 57 中舘 英二加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 446－ 21：10．71	 13．6�
612 エイユーモモチャン 牝4黒鹿55 川須 栄彦笹部 義則氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 502± 01：10．8クビ 37．1�
713 ジャパンイモン 牝4栗 55 黛 弘人井門 敏雄氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 434－12 〃 ハナ 37．2
611 アグネスアンジュ 牝6栗 55 杉原 誠人渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 478＋10 〃 ハナ 161．2�
48 エイティグローリー 牝4栗 55

54 ☆中井 裕二前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 428＋ 8 〃 クビ 10．6�
12 セイントデジタル 牝4栗 55 高倉 稜中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 470＋121：11．01� 90．1�
714 エクスプローラー 牡5青 57 丸田 恭介薗部 博之氏 小笠 倫弘 安平 追分ファーム 526＋141：11．74 48．2�
23 � スマートジュメイラ 牝4鹿 55

52 ▲小崎 綾也大川 徹氏 的場 均 日高 いとう牧場 B492－121：11．91 125．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，059，400円 複勝： 25，997，400円 枠連： 12，552，600円
馬連： 29，728，500円 馬単： 19，618，100円 ワイド： 15，694，700円
3連複： 42，116，300円 3連単： 69，490，100円 計： 232，257，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 180円 � 330円 枠 連（5－8） 450円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，090円 �� 820円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 20，050円

票 数

単勝票数 計 170594 的中 � 26447（2番人気）
複勝票数 計 259974 的中 � 35086（3番人気）� 45147（2番人気）� 17602（7番人気）
枠連票数 計 125526 的中 （5－8） 20773（1番人気）
馬連票数 計 297285 的中 �� 17275（1番人気）
馬単票数 計 196181 的中 �� 5646（4番人気）
ワイド票数 計 156947 的中 �� 10476（1番人気）�� 3378（15番人気）�� 4621（8番人気）
3連複票数 計 421163 的中 ��� 6960（7番人気）
3連単票数 計 694901 的中 ��� 2559（23番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―11．7―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．3―46．0―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ー パ ッ プ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．1．22 京都4着

2009．1．14生 牝5鹿 母 サ ル ー ル 母母 シャルウォーカミーズ 16戦3勝 賞金 19，780，000円
〔騎手変更〕 スマートジュメイラ号の騎手原田和真は，第3競走での落馬負傷のため小崎綾也に変更。

トミケンフィアブル号の騎手大野拓弥は，第3競走での落馬負傷のため勝浦正樹に変更。
〔制裁〕 キーパップ号の騎手伴啓太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：10番）
※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） 3頭 サチノリーダース号・トーホウジュリア号・プリンセスムーン号



11045 4月20日 晴 良 （26福島1）第4日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

814 キングスクルーザー 牡4鹿 57 藤懸 貴志有限会社シルク平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 466＋ 21：46．7 17．0�
46 ダークブレイズ 牡5黒鹿57 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 542＋10 〃 クビ 9．6�
34 カレングラスジョー 牡4栗 57 川須 栄彦鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 520－ 21：46．91 4．0�
713 ゴーイングストーン 牡5栗 57 高倉 稜林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 464－ 61：47．0� 35．9�
815 マグナムボーイ 牡4鹿 57 嘉藤 貴行古賀 禎彦氏 大江原 哲 新ひだか 増本牧場 506－ 4 〃 ハナ 9．8�
47 ビットプレスト 牡6鹿 57 石神 深一礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B468＋ 21：47．1クビ 32．0	
611 メイショウエジソン 牡4栗 57 古川 吉洋松本 和子氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 474＋ 41：47．2� 36．9

22 サワヤカユウタ 牡6栗 57 竹之下智昭中野 義一氏 石橋 守 浦河 辻 牧場 468± 01：47．3クビ 119．1�
58 � サンマルヴィエント 牡6栗 57 柴山 雄一相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 478－ 41：47．51� 104．0�
610 ステージジャンプ 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁小林 英一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 アタマ 2．2
59 ヤマニンミミック 牝6黒鹿55 伊藤 工真土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 490＋ 41：47．7� 111．8�
35 � コパノツイテル 牡5黒鹿 57

54 ▲伴 啓太小林 祥晃氏 小野 次郎 日高 ヤナガワ牧場 456－ 21：47．8	 14．6�
23 ライフトップガン 牡4鹿 57

56 ☆菱田 裕二谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 B480－ 4 〃 ハナ 10．5�
11 サンライズドバイ 牡6芦 57

56 ☆中井 裕二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B488－121：48．12 76．3�

712� コーリンヴァレロ 牡6鹿 57 西田雄一郎伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 504－ 41：49．59 401．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，810，500円 複勝： 31，143，700円 枠連： 13，522，200円
馬連： 37，018，600円 馬単： 26，577，900円 ワイド： 20，941，600円
3連複： 53，113，700円 3連単： 101，116，500円 計： 303，244，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 420円 � 270円 � 170円 枠 連（4－8） 1，650円

馬 連 �� 5，730円 馬 単 �� 13，990円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 930円 �� 710円

3 連 複 ��� 7，510円 3 連 単 ��� 74，040円

票 数

単勝票数 計 198105 的中 � 9210（7番人気）
複勝票数 計 311437 的中 � 16012（7番人気）� 28818（4番人気）� 62647（2番人気）
枠連票数 計 135222 的中 （4－8） 6057（8番人気）
馬連票数 計 370186 的中 �� 4770（20番人気）
馬単票数 計 265779 的中 �� 1403（41番人気）
ワイド票数 計 209416 的中 �� 2313（23番人気）�� 5589（12番人気）�� 7606（7番人気）
3連複票数 計 531137 的中 ��� 5222（27番人気）
3連単票数 計1011165 的中 ��� 1008（240番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．1―42．9―56．2―1：08．9―1：21．6―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングスクルーザー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．1 阪神4着

2010．4．6生 牡4鹿 母 フィールドサンデー 母母 エンドイットダーリン 13戦2勝 賞金 18，010，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 クリスマスマーベル号
（非抽選馬） 1頭 アマカケル号

11046 4月20日 晴 良 （26福島1）第4日 第10競走 ��
��1，200�

ゆき

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

賞 品
本 賞 8，700，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 870，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

36 テイエムチュラッコ 牝3栗 54 藤懸 貴志竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 426－101：10．4 18．4�
815 クリノコマチ 牝3栗 54 中舘 英二栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 434＋ 2 〃 アタマ 5．9�
59 ワキノコクリュウ 牡3青鹿56 吉田 隼人脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 池田牧場 522＋ 41：10．5� 4．1�
816 ツクバジャパン 牡3芦 56 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 526± 0 〃 クビ 4．8�
714 キョウエイボヌール 牝3栗 54 二本柳 壮田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 454－ 6 〃 ハナ 50．8�
23 フレンチフェロー �3鹿 56 嘉藤 貴行鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 中橋 正 432－ 41：10．6� 56．2�
24 ヴ ィ ス ビ ー 牝3黒鹿54 村田 一誠大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 アタマ 22．2	
510 アブソリュカフェ 牡3黒鹿56 藤岡 康太西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 474－ 8 〃 ハナ 5．3

35 ナスケンリュウジン 牡3栗 56 横山 和生那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 454＋ 41：10．81 17．8�
611 デンコウウノ 牡3鹿 56 田中 博康田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 466＋ 4 〃 クビ 8．5�
12 アポロデイライト 牝3栗 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 佐藤 義紀 446－101：10．9� 18．3
47 	 スーパースター 牝3栗 54 木幡 初広坪野谷和平氏 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 426－ 41：11．0� 41．4�
612 ナムラユキヒメ 牝3栗 54 宮崎 北斗奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 408－ 61：11．1
 104．8�
713 デサフィナード 牝3鹿 54 長岡 禎仁�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 422－ 41：11．31� 270．6�
48 マ リ カ 牝3栗 54 杉原 誠人�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 460± 01：11．61
 31．1�
11 	 チ ー フ テ ン 牡3鹿 56 松田 大作ケンレーシング組合 土田 稔 新ひだか 大典牧場 460－161：11．81� 69．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，660，000円 複勝： 32，614，000円 枠連： 19，865，300円
馬連： 50，196，900円 馬単： 29，837，300円 ワイド： 23，278，500円
3連複： 69，166，000円 3連単： 115，321，700円 計： 362，939，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 470円 � 190円 � 220円 枠 連（3－8） 940円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 11，250円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 1，790円 �� 770円

3 連 複 ��� 9，190円 3 連 単 ��� 85，030円

票 数

単勝票数 計 226600 的中 � 9751（8番人気）
複勝票数 計 326140 的中 � 15121（6番人気）� 51783（3番人気）� 42826（4番人気）
枠連票数 計 198653 的中 （3－8） 15656（2番人気）
馬連票数 計 501969 的中 �� 8477（14番人気）
馬単票数 計 298373 的中 �� 1958（40番人気）
ワイド票数 計 232785 的中 �� 3748（16番人気）�� 3141（20番人気）�� 7762（7番人気）
3連複票数 計 691660 的中 ��� 5560（23番人気）
3連単票数 計1153217 的中 ��� 1001（250番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―12．1―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．9―47．0―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムチュラッコ �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．8．3 小倉1着

2011．4．25生 牝3栗 母 テイエムチュラサン 母母 フルフリングス 7戦2勝 賞金 20，886，000円
〔騎手変更〕 ワキノコクリュウ号の騎手大野拓弥は，第3競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
〔制裁〕 クリノコマチ号の騎手中舘英二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 ウインネオルーラー号・オンタケハート号・カメット号・クラウンルシフェル号・グランツ号・クレイジージョー号・

クールジョジョ号・タイセイララバイ号・タカミツスズラン号・テルミドール号・ヒカルカミヒコーキ号・
ファンファーレ号・ブルーヴァルキリー号・ポケットエース号・マイネパシオーネ号・マダムリシェス号



11047 4月20日 晴 良 （26福島1）第4日 第11競走 ��
��2，600�

おく ほ そ み ち

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

福島競馬振興会長賞（1着）
賞 品

本 賞 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

11 メイショウブシン 牡4鹿 57 丸田 恭介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 458－ 82：43．8 4．3�
55 アドマイヤネアルコ 牡6芦 57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 480－ 42：44．01� 7．3�
78 トルークマクト 牡4鹿 57 柴山 雄一�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 446－ 82：44．21 3．6�
44 セ ミ ニ ョ ン 牝6鹿 55 勝浦 正樹伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 472－ 22：44．3	 9．3�
67 
 カンタベリーナイト 牡5鹿 57 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B500± 0 〃 クビ 16．5�
811 スノーストーム 牡4栗 57 菱田 裕二 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 488－ 22：44．4� 6．8	
79 ゴールデンヒーロー 牡4鹿 57 松田 大作有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋12 〃 クビ 18．8

22 パッシフローラ 牝5鹿 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 454＋12 〃 ハナ 17．9�
33 フィルハーマジック 牝6鹿 55 高倉 稜�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 456－ 22：44．5	 101．1�
66 カ ー マ イ ン 牡6鹿 57 中舘 英二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 458－ 82：44．6クビ 6．5
810 テ ン カ イ チ 牡4鹿 57 黛 弘人大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 446＋ 22：44．81� 50．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 25，469，200円 複勝： 40，579，600円 枠連： 18，494，000円
馬連： 92，578，400円 馬単： 52，618，400円 ワイド： 32，661，600円
3連複： 120，734，500円 3連単： 247，064，000円 計： 630，199，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 190円 � 140円 枠 連（1－5） 1，350円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 450円 �� 320円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 8，240円

票 数

単勝票数 計 254692 的中 � 47167（2番人気）
複勝票数 計 405796 的中 � 70579（2番人気）� 49440（5番人気）� 86574（1番人気）
枠連票数 計 184940 的中 （1－5） 10142（9番人気）
馬連票数 計 925784 的中 �� 55976（5番人気）
馬単票数 計 526184 的中 �� 16574（7番人気）
ワイド票数 計 326616 的中 �� 17611（5番人気）�� 27236（1番人気）�� 18185（4番人気）
3連複票数 計1207345 的中 ��� 65587（2番人気）
3連単票数 計2470640 的中 ��� 22143（12番人気）

ハロンタイム 13．4―12．1―12．8―12．8―13．1―12．8―13．4―13．3―12．7―11．9―11．7―11．8―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�
13．4―25．5―38．3―51．1―1：04．2―1：17．0―1：30．4―1：43．7―1：56．4―2：08．3―2：20．0―2：31．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウブシン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 Wild Again デビュー 2012．11．4 京都6着

2010．4．13生 牡4鹿 母 ワイルドリリー 母母 Crillon 18戦3勝 賞金 37，123，000円
〔騎手変更〕 テンカイチ号の騎手原田和真は，第3競走での落馬負傷のため黛弘人に変更。

スノーストーム号の騎手大野拓弥は，第3競走での落馬負傷のため菱田裕二に変更。
〔制裁〕 メイショウブシン号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番）
※テンカイチ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

11048 4月20日 晴 良 （26福島1）第4日 第12競走 ��
��2，000�

じ ょ う ど だ い ら

浄 土 平 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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

36 � アメリカンダイナー 	5鹿 57 津村 明秀吉澤 克己氏 相沢 郁 米
Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

472＋ 42：01．8 3．6�
815 マトリックスコード 牡4栗 57 吉田 隼人 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 534± 02：02．33 2．3�
611 エイダイポイント 牡6芦 57 岩部 純二�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 454－ 42：02．4
 19．3�
48 ジェラテリアバール 牝4黒鹿55 丸田 恭介吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 478－122：02．5� 6．4�
23 アイアムライジング 牡4黒鹿57 柴山 雄一堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 530＋ 42：02．71� 30．5�
35 テイエムブシドー 	4鹿 57 勝浦 正樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 442－ 2 〃 ハナ 67．4	
816 マイネルカーミン 牡5黒鹿57 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 B482± 02：02．8� 6．7�
12 スティルレーベン 牡4鹿 57 黛 弘人大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 478 ― 〃 クビ 60．2�
59  エバールージュ 牝5栗 55 菱田 裕二宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452－ 42：02．9クビ 153．5
24  スターポケット 牝4黒鹿55 西田雄一郎西城 公雄氏 高橋 文雅 新ひだか 寺越 政幸 466± 02：03．0� 224．2�
47 アメイジングアスク 牡6黒鹿57 岡田 祥嗣廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 下河辺牧場 442＋222：03．1
 44．9�
612 シャイボーイ 牡5鹿 57 松田 大作松田 整二氏 日吉 正和 平取 びらとり牧場 470－ 42：03．2� 83．5�
11 ドラゴントーク 牝4黒鹿55 丸山 元気窪田 康志氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 432－14 〃 クビ 21．5�
713 マイネルイグアス 牡5青鹿57 川須 栄彦 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 日高 日高大洋牧場 448－102：03．4
 80．8�
510 リネンハウス 牡5栗 57 石神 深一戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 502－ 4 〃 アタマ 332．8�
714 レッドレガーロ 牡4鹿 57 横山 和生 
東京ホースレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 矢野牧場 514－ 82：03．61� 124．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，372，100円 複勝： 39，208，300円 枠連： 21，766，600円
馬連： 70，958，800円 馬単： 43，736，000円 ワイド： 28，969，300円
3連複： 91，654，300円 3連単： 185，595，500円 計： 513，260，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 130円 � 250円 枠 連（3－8） 390円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 270円 �� 680円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 9，560円

票 数

単勝票数 計 313721 的中 � 70034（2番人気）
複勝票数 計 392083 的中 � 73796（2番人気）� 99875（1番人気）� 30083（5番人気）
枠連票数 計 217666 的中 （3－8） 41535（1番人気）
馬連票数 計 709588 的中 �� 87467（1番人気）
馬単票数 計 437360 的中 �� 23579（4番人気）
ワイド票数 計 289693 的中 �� 31291（1番人気）�� 9755（8番人気）�� 9875（7番人気）
3連複票数 計 916543 的中 ��� 30422（4番人気）
3連単票数 計1855955 的中 ��� 14340（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．6―36．7―49．7―1：02．7―1：15．1―1：27．2―1：39．0―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アメリカンダイナー �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．12．25 中山4着

2009．2．10生 	5鹿 母 Checkered Flag 母母 Shawnee Creek 22戦3勝 賞金 40，676，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 ドラゴントーク号の騎手大野拓弥は，第3競走での落馬負傷のため丸山元気に変更。

スティルレーベン号の騎手原田和真は，第3競走での落馬負傷のため黛弘人に変更。
※エバールージュ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

３レース目



（26福島1）第4日 4月20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 178頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

160，420，000円
2，080，000円
5，960，000円
1，560，000円
14，370，000円
61，273，500円
5，442，800円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
228，672，600円
352，628，900円
154，521，200円
463，515，500円
316，753，700円
226，881，800円
649，229，500円
1，195，292，400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 3，587，495，600円

総入場人員 17，689名 （有料入場人員 14，830名）
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