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11013 4月12日 晴 重 （27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

815 ヤマイチキセキ 牡3鹿 56
55 ☆松若 風馬坂本 肇氏 山内 研二 森 笹川大晃牧場 482＋101：46．3 8．1�

58 ブラゾンドゥリス 牡3鹿 56 松田 大作 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 492＋ 21：46．51 2．8�

22 キ ヨ マ サ 牡3黒鹿56 国分 恭介岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 474＋ 21：47．35 6．9�
611 ハイヴォルテージ 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 434＋ 2 〃 クビ 4．6�

34 キングライデン 牡3芦 56
55 ☆小崎 綾也村上 義勝氏 加藤 敬二 新ひだか 静内白井牧場 514－ 21：47．93� 16．8�

712 マイネルヴォーダン 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 518＋ 81：48．32� 6．5	

23 トラキアンコード �3芦 56 石橋 脩原 �子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 484－ 4 〃 アタマ 11．7

47 レイズユアハンズ 牡3鹿 56 川須 栄彦�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 510＋141：48．51 121．6�
59 トウショウデルタ 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太トウショウ産業� 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 498＋ 81：48．71� 72．7
713 サスナーアディーン 牡3鹿 56 丸田 恭介ホースアディクト伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 470－ 21：49．12� 33．1�
610 グロリアバローズ 牡3鹿 56 丸山 元気猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 522－ 61：49．2クビ 34．5�
35 ダイワビリーブ 牝3鹿 54 丹内 祐次大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 452＋121：52．4大差 158．8�
46 フェブグレイトフル 牡3黒鹿 56

53 ▲�島 克駿釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 ヤマタケ牧場 514＋ 2 〃 クビ 83．0�
11 クレバーフォース 牡3黒鹿56 中谷 雄太上茶谷 一氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム 524 ―1：52．5� 60．9�

（14頭）
814 スカイフック 牡3鹿 56 西田雄一郎 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 468 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 12，473，300円 複勝： 19，796，400円 枠連： 7，930，500円
馬連： 27，687，800円 馬単： 14，902，500円 ワイド： 16，119，600円
3連複： 39，032，000円 3連単： 50，855，300円 計： 188，797，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 230円 � 130円 � 160円 枠 連（5－8） 1，010円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 400円 �� 920円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 16，030円

票 数

単勝票数 差引計 124733（返還計 2571） 的中 � 12319（5番人気）
複勝票数 差引計 197964（返還計 2906） 的中 � 17290（5番人気）� 49873（1番人気）� 30115（2番人気）
枠連票数 差引計 79305（返還計 227） 的中 （5－8） 6026（4番人気）
馬連票数 差引計 276878（返還計 7719） 的中 �� 22968（3番人気）
馬単票数 差引計 149025（返還計 3936） 的中 �� 5054（7番人気）
ワイド票数 差引計 161196（返還計 5078） 的中 �� 10834（3番人気）�� 4130（12番人気）�� 9959（4番人気）
3連複票数 差引計 390320（返還計 18209） 的中 ��� 11742（7番人気）
3連単票数 差引計 508553（返還計 23104） 的中 ��� 2300（50番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．8―12．4―12．8―12．6―12．5―12．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．0―42．4―55．2―1：07．8―1：20．3―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマイチキセキ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．12．6 阪神3着

2012．4．30生 牡3鹿 母 ヤマイチシキブ 母母 サクセスアルデンテ 7戦1勝 賞金 9，100，000円
〔競走除外〕 スカイフック号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイワビリーブ号・フェブグレイトフル号・クレバーフォース号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成27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 サンギルロイ号

11014 4月12日 晴 稍重 （27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

510 セラフィーナ 牝3青鹿 54
51 ▲伴 啓太矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 B430± 01：10．9 12．8�

47 ヘ ッ ト ロ ー 牡3青鹿 56
55 ☆松若 風馬�谷川牧場 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 494＋ 61：11．0� 2．7�

48 ネ ミ ッ サ 牝3青鹿54 津村 明秀岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 406－ 4 〃 クビ 4．2�
35 オーキャロル 牝3栗 54 丸田 恭介�田 昌久氏 田中 章博 新冠 守矢牧場 404－ 61：11．1クビ 51．3�
714 ミスチフウイッチ 牝3黒鹿54 西田雄一郎 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 442＋ 21：11．2� 53．6	
816 ホ ザ ン ナ 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 478－101：11．41� 7．6

23 エ ク レ ー ル 牝3鹿 54 中谷 雄太前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 452＋ 6 〃 クビ 4．9�
713 ラビットボーテ 牝3黒鹿54 古川 吉洋西村 静子氏 伊藤 伸一 浦河 高岸 順一 420－ 81：11．71� 115．9�
12 カ ン ヌ 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 402－ 8 〃 ハナ 50．2
611 チャーミングマオ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也森口�一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 398＋ 2 〃 クビ 18．8�
11 ガトーネグロ 牝3鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 428－ 81：11．8クビ 102．5�
59 ハラペーニョペパー 牝3芦 54

53 ☆小崎 綾也 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 478－ 41：12．75 14．4�
24 エフティロビン 牡3鹿 56 的場 勇人吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 420＋ 61：13．44 55．7�
36 フラワーフェスタ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹山田 弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 418＋ 81：13．5� 78．4�
612 メイショウラポール 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿松本 好雄氏 小島 太 浦河 まるとみ冨岡牧場 452 ―1：13．82 128．2�
（15頭）

815 レースノワエ 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ローレルレーシング 大和田 成 新冠 長浜牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 13，656，900円 複勝： 19，667，700円 枠連： 8，694，900円
馬連： 26，478，300円 馬単： 14，763，300円 ワイド： 15，417，100円
3連複： 36，327，100円 3連単： 50，539，000円 計： 185，544，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 300円 � 130円 � 140円 枠 連（4－5） 630円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 560円 �� 720円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 19，010円

票 数

単勝票数 差引計 136569（返還計 157） 的中 � 8521（5番人気）
複勝票数 差引計 196677（返還計 187） 的中 � 11687（5番人気）� 50465（1番人気）� 37882（2番人気）
枠連票数 差引計 86949（返還計 9 ） 的中 （4－5） 10655（2番人気）
馬連票数 差引計 264783（返還計 290） 的中 �� 12271（5番人気）
馬単票数 差引計 147633（返還計 145） 的中 �� 3029（12番人気）
ワイド票数 差引計 154171（返還計 256） 的中 �� 6908（5番人気）�� 5172（7番人気）�� 12242（2番人気）
3連複票数 差引計 363271（返還計 933） 的中 ��� 10384（6番人気）
3連単票数 差引計 505390（返還計 1340） 的中 ��� 1927（52番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．3―11．9―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．2―46．1―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．7
3 6（2，4，9）（3，7，16）－5，11（10，14）－13－8（1，12） 4 6－（2，4，9）（7，16）（3，10，11）（5，14）13，8，1－12

勝馬の
紹 介

セラフィーナ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．7．6 福島16着

2012．2．1生 牝3青鹿 母 アロープラネット 母母 アローキャリー 9戦1勝 賞金 8，500，000円
〔出走取消〕 レースノワエ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ヘットロー号の騎手横山和生は，第1日第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため松若風馬に変更。
〔発走状況〕 メイショウラポール号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 タカラレジェンド号・レッドランタン号

第１回 福島競馬 第２日



11015 4月12日 晴 稍重 （27福島1）第2日 第3競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走10時45分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

712 ザ マ ン ダ 牝4青鹿55 杉原 誠人 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 500－ 21：46．4 3．2�

611 エスティレジェンド 牝4黒鹿55 嶋田 純次島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム 442－ 21：46．72 4．1�

46 ディオーサシチー 牝5鹿 55
52 ▲井上 敏樹 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 470＋ 4 〃 クビ 15．8�

11 � テラノココロ 牝6青鹿55 松田 大作寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 426－ 21：47．01� 8．8�
23 ヴェルジョワーズ 牝4鹿 55 石橋 脩 	サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 21：47．1クビ 9．2

47 クロカミノオトメ 牝5青 55 丸山 元気 	サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 41：47．73� 21．9�
35 ハッピーセーラー 牝4鹿 55 西田雄一郎合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 484± 01：47．91� 19．9�
814 カゼノサファイア 牝5青 55 柴田 大知深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 474＋ 21：48．0クビ 29．9
59 タニノセレナーデ 牝5黒鹿 55

54 ☆松若 風馬谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 446－ 4 〃 アタマ 18．0�
22 ノースファイヤー 牝4青鹿55 津村 明秀キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 502＋ 81：48．1� 6．6�
815 リースリング 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太池谷 誠一氏 竹内 正洋 新ひだか 桜井牧場 440± 01：48．31� 48．6�
34 � エイユーラピス 牝6鹿 55

54 ☆小崎 綾也笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 480－ 41：48．93� 23．4�
713 ローズオヌットゥ 牝4鹿 55 丸田 恭介栗山 良子氏 土田 稔 平取 北島牧場 384－ 81：49．11 100．6�
58 � パイストロピカル 牝4鹿 55 長岡 禎仁	ミルファーム 根本 康広 浦河 ミルファーム 440－12 〃 クビ 143．8�
610� ヴェルサイユパーク 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也髙樽さゆり氏 池上 昌和 新冠 タニグチ牧場 446－131：50．16 210．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 14，562，300円 複勝： 21，744，600円 枠連： 9，377，600円
馬連： 29，866，400円 馬単： 15，454，900円 ワイド： 17，003，600円
3連複： 40，783，900円 3連単： 51，953，300円 計： 200，746，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 140円 � 280円 枠 連（6－7） 680円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 360円 �� 850円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 10，110円

票 数

単勝票数 計 145623 的中 � 35902（1番人気）
複勝票数 計 217446 的中 � 40777（2番人気）� 45742（1番人気）� 15253（5番人気）
枠連票数 計 93776 的中 （6－7） 10585（1番人気）
馬連票数 計 298664 的中 �� 29951（1番人気）
馬単票数 計 154549 的中 �� 8479（1番人気）
ワイド票数 計 170036 的中 �� 13307（1番人気）�� 4882（8番人気）�� 4321（9番人気）
3連複票数 計 407839 的中 ��� 10242（5番人気）
3連単票数 計 519533 的中 ��� 3722（10番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．5―43．5―56．5―1：09．2―1：21．5―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ザ マ ン ダ �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2013．9．28 阪神6着

2011．3．30生 牝4青鹿 母 ザ ミ リ ア 母母 Angelic Sounds 13戦2勝 賞金 19，020，000円
〔騎手変更〕 ヴェルジョワーズ号の騎手横山和生は，第1日第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため石橋脩に変更。

11016 4月12日 晴 稍重 （27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

711 テイエムシシーポス 牡5鹿 60 佐久間寛志竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 486－183：02．9 10．1�
58 メイショウアラワシ 牡4栗 59 植野 貴也松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 454－ 43：03．21� 4．9�
57 レッドフォルツァ 牡6鹿 60 五十嵐雄祐 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 B508＋103：03．41� 2．7�
22 ニシノファブレッド 牡7鹿 60 原田 和真福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 498－ 8 〃 アタマ 27．0�
33 トーセンセカイオー 牡6鹿 60 小野寺祐太島川 �哉氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 500＋123：03．61� 40．0	
46 メ テ オ ー ロ 牡4栗 59 金子 光希白井 岳氏 矢野 英一 日高 白井牧場 456± 03：04．13 7．3

813 エ ス ペ リ ア 牡6栗 60 北沢 伸也佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 462＋ 23：04．63 5．6�
814	 フ ィ オ リ ア 牡7鹿 60 林 満明鳴戸 雄一氏 坪 憲章 米 F. K. N.

Partners 488－ 43：04．91� 33．4�
69 
 インキュベーター �5鹿 60 山本 康志吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 484＋ 43：05．75 94．0
11 トウケイムーン �5栗 60 黒岩 悠木村 信彦氏 飯田 祐史 日高 下河辺牧場 478－ 83：06．33� 95．0�
45 アポロスターズ 牡4黒鹿59 浜野谷憲尚アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 500－103：11．0大差 15．2�
610 カネトシマーシャル 牡7鹿 60 難波 剛健兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 514－ 23：11．1クビ 18．6�
712	 シゲルソウサイ 牡7鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 蛯名 利弘 米 F & F In-

vestments 516± 03：14．2大差 27．0�
34 ジョアンシーピン 牝5黒鹿58 蓑島 靖典西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 岡田牧場 458－ 2 （競走中止） 146．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，377，700円 複勝： 13，807，900円 枠連： 10，335，800円
馬連： 23，021，400円 馬単： 14，402，000円 ワイド： 12，742，100円
3連複： 35，929，800円 3連単： 54，562，300円 計： 177，179，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 230円 � 160円 � 130円 枠 連（5－7） 620円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 730円 �� 410円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 13，780円

票 数

単勝票数 計 123777 的中 � 9775（5番人気）
複勝票数 計 138079 的中 � 12540（5番人気）� 22644（2番人気）� 31816（1番人気）
枠連票数 計 103358 的中 （5－7） 12812（3番人気）
馬連票数 計 230214 的中 �� 8353（7番人気）
馬単票数 計 144020 的中 �� 2452（15番人気）
ワイド票数 計 127421 的中 �� 3988（7番人気）�� 7879（3番人気）�� 13682（1番人気）
3連複票数 計 359298 的中 ��� 16960（2番人気）
3連単票数 計 545623 的中 ��� 2869（26番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 51．2－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムシシーポス �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．7．28 小倉6着

2010．3．21生 牡5鹿 母 テイエムピンキー 母母 ソシアルメーカー 障害：9戦1勝 賞金 13，700，000円
〔競走中止〕 ジョアンシーピン号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 エスペリア号の騎手北沢伸也は，1周目1号障害を外側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）

アポロスターズ号の騎手浜野谷憲尚は，1周目4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・8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 メンカウラー号



11017 4月12日 晴 稍重 （27福島1）第2日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時05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

510 シェーネフラウ 牝3黒鹿 54
53 ☆松若 風馬�ターフ・スポート大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 494－ 21：10．1 3．3�

612 ハッピーノリチャン 牝3栗 54
51 ▲木幡 初也足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 442－ 2 〃 アタマ 4．1�

35 トウケイウルフ 牡3栗 56 国分 恭介木村 信彦氏 清水 久詞 日高 中川 欽一 426－ 21：10．63 8．6�
48 スーパープリンセス 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也田島 政光氏 今野 貞一 日高 モリナガファーム 436± 01：10．7� 3．6�
24 グラントウショウ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太トウショウ産業� 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 478＋141：10．8� 22．9	
59 エンジェルミナ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹森 保彦氏 田村 康仁 新ひだか 田湯牧場 412－ 41：10．9� 63．7

11 トレイケイトカフェ 牝3鹿 54 二本柳 壮西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 470＋ 21：11．0� 79．9�
47 ラスパジャサーダス 牝3芦 54 松田 大作佐々木雄二氏 奥村 武 伊達 高橋農場 424－101：11．21� 7．4�
713 メイショウカイヘイ �3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 冨岡 博一 426 ― 〃 ハナ 62．1
714 トウショウリンクス 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太トウショウ産業� 武井 亮 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 432 ―1：11．62� 116．0�
36 ボールドハート 牡3鹿 56 川須 栄彦増田 陽一氏 中村 均 新冠 奥山 博 486－101：11．7� 114．6�
815 テンマイキララ 牝3黒鹿54 的場 勇人天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 前川 正美 B416－ 41：11．91� 153．6�
816 サクセスクイーン 牝3栗 54 丸山 元気小林 章氏 新開 幸一 新ひだか 西村 和夫 404 ―1：12．0� 30．3�
23 ヤマニンブルーテ 牝3鹿 54 柴田 大知土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 446 ―1：12．95 64．9�
611 トップロック 牡3鹿 56 中谷 雄太松尾 正氏 小野 次郎 秋田 松尾 豊 492＋ 81：13．43 93．4�
12 グリーンアモーレ 牝3栗 54 西田雄一郎 �グリーンファーム小笠 倫弘 新ひだか 前田 宗将 384 ―1：13．61 61．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，378，200円 複勝： 19，328，300円 枠連： 9，926，900円
馬連： 30，115，200円 馬単： 19，026，600円 ワイド： 17，226，200円
3連複： 41，722，800円 3連単： 62，713，400円 計： 216，437，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 150円 � 150円 枠 連（5－6） 640円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 360円 �� 620円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 7，710円

票 数

単勝票数 計 163782 的中 � 39210（1番人気）
複勝票数 計 193283 的中 � 34625（2番人気）� 32833（4番人気）� 33061（3番人気）
枠連票数 計 99269 的中 （5－6） 11970（3番人気）
馬連票数 計 301152 的中 �� 31431（3番人気）
馬単票数 計 190266 的中 �� 10072（3番人気）
ワイド票数 計 172262 的中 �� 13090（3番人気）�� 6812（9番人気）�� 8939（5番人気）
3連複票数 計 417228 的中 ��� 16242（7番人気）
3連単票数 計 627134 的中 ��� 5892（15番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．1―11．8―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．2―46．0―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．9
3 ・（10，12）（7，16）5－（1，11）（9，8，15）（13，14）－4－6＝3－2 4 ・（10，12）（5，7，16）－1，9（13，8，11，15）14，4－6＝3－2

勝馬の
紹 介

シェーネフラウ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2014．11．9 東京2着

2012．2．24生 牝3黒鹿 母 モ ン テ ミ ウ 母母 シンメイミネルバ 3戦1勝 賞金 8，300，000円
〔騎手変更〕 トップロック号の騎手横山和生は，第1日第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため中谷雄太に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トップロック号・グリーンアモーレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハオウ号
（非抽選馬） 5頭 アップセッター号・ヴァングローリアス号・ショウナンバディー号・テイエムヤンチャボ号・ベリサマ号

11018 4月12日 晴 稍重 （27福島1）第2日 第6競走 1，150�サラブレッド系3歳
発走12時35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

24 ジャイアントアイ 牡3栗 56
55 ☆松若 風馬島田 久氏 松山 将樹 浦河 村中牧場 484－ 21：10．0 24．7�

612 ナリタサウス 牡3栗 56
55 ☆小崎 綾也�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 448－ 61：10．53 4．3�

23 シャドウリクルート 牡3栗 56 中井 裕二平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 534－ 21：10．6� 65．5�
48 カ シ ノ リ ノ 牝3鹿 54 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 勝雄 478＋ 2 〃 ハナ 7．2�
59 ディナミック 牝3栗 54 柴田 大知栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 B476－ 41：10．7クビ 6．3�
12 サトノハーデス 牡3鹿 56 古川 吉洋里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 466－ 41：10．8� 4．5	
35 ティマイオス 牡3青鹿 56

53 ▲木幡 初也 
社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム B500＋ 41：11．01 41．8�
47 デルマヨタロウ 牡3栗 56 津村 明秀浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 466－ 41：11．21� 3．8�
816 ツンデレーション 牡3青 56

53 ▲伴 啓太スリースターズレーシング 中舘 英二 青森 青南ムラカミ
ファーム 484＋18 〃 アタマ 83．0

510 ヒミノナデシコ 牝3栗 54
51 ▲�島 克駿佐々木八郎氏 川村 禎彦 日高 若林 武雄 436－13 〃 クビ 134．3�

611 スターウインド 牝3黒鹿54 丸山 元気 
シルクレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 448 ―1：11．3� 29．0�
714 ティーエスカクタス 牡3栗 56 松田 大作田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 484＋161：11．4クビ 10．3�
815 ストロベリーボス 牡3鹿 56 小野寺祐太田頭 勇貴氏 中野 栄治 安平 吉田牧場 456－ 81：11．5� 308．6�
713 キョウワデューク 牡3栗 56 的場 勇人
協和牧場 的場 均 新冠 協和牧場 490 ―1：11．71� 107．1�
11 メルシートウショウ 牝3栗 54 二本柳 壮トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 442－161：12．55 186．5�

（15頭）
36 クリノサニーオー 牡3栗 56 国分 恭介栗本 守氏 大根田裕之 新冠 八木 常郎 474 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 14，508，100円 複勝： 18，052，300円 枠連： 8，755，400円
馬連： 26，087，200円 馬単： 14，513，700円 ワイド： 14，549，100円
3連複： 32，982，900円 3連単： 51，105，200円 計： 180，553，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，470円 複 勝 � 530円 � 160円 � 1，750円 枠 連（2－6） 3，970円

馬 連 �� 4，720円 馬 単 �� 12，200円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 22，440円 �� 6，440円

3 連 複 ��� 111，930円 3 連 単 ��� 741，020円

票 数

単勝票数 差引計 145081（返還計 461） 的中 � 4686（7番人気）
複勝票数 差引計 180523（返還計 625） 的中 � 7758（7番人気）� 39009（1番人気）� 2102（11番人気）
枠連票数 差引計 87554（返還計 19） 的中 （2－6） 1706（14番人気）
馬連票数 差引計 260872（返還計 1904） 的中 �� 4278（16番人気）
馬単票数 差引計 145137（返還計 959） 的中 �� 892（35番人気）
ワイド票数 差引計 145491（返還計 1293） 的中 �� 2759（15番人気）�� 164（71番人気）�� 576（33番人気）
3連複票数 差引計 329829（返還計 5136） 的中 ��� 221（150番人気）
3連単票数 差引計 511052（返還計 7337） 的中 ��� 50（924番人気）

ハロンタイム 9．5―10．9―11．4―12．0―12．8―13．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．4―31．8―43．8―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャイアントアイ �
�
父 ジャイアントレッカー �

�
母父 アイネスフウジン デビュー 2014．9．20 新潟5着

2012．3．10生 牡3栗 母 ミ ヤ ジ ア イ 母母 ミヤジプロスパー 5戦1勝 賞金 5，700，000円
〔競走除外〕 クリノサニーオー号は，下見所で放馬し，疾病〔両後肢挫創〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ナリタサウス号の騎手小崎綾也は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2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。
（非抽選馬） 2頭 ティアップサンダー号・ラッキーダン号



11019 4月12日 晴 良 （27福島1）第2日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時05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
1：43．9

良
良

23 ウインマハロ 牝3鹿 54 柴田 大知�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 416＋ 41：50．4 3．0�
12 � ストリートオベロン 牡3黒鹿56 丸田 恭介門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 452－ 4 〃 クビ 13．4�
611 フ ォ ル サ 牡3黒鹿56 中谷 雄太桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 500＋ 21：50．5クビ 6．4�
35 マイネルプロンプト 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 21：50．6� 2．7�
48 アリビアール 牡3黒鹿56 杉原 誠人多田 信尊氏 藤沢 和雄 青森 一山育成牧場 448－ 41：50．7� 8．1�
816 カゼノドリーム 牡3鹿 56 松田 大作深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 水上 習孝 456－ 21：50．8� 185．6	
24 クラレンスハウス 牝3鹿 54 宮崎 北斗下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 430－ 4 〃 ハナ 16．3

59 マ ル ス 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也古賀 和夫氏 和田 正道 新ひだか 千代田牧場 498－ 21：51．01� 22．5�
510 ホワイトトラップ 牡3芦 56 嶋田 純次熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 前田 宗将 430＋ 61：51．32 150．2�
11 カリエンテス 牡3鹿 56 川須 栄彦島川 利子氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 464－ 41：51．4� 86．4
47 モノクロームシチー 牡3芦 56 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 448－141：51．72 29．4�
815 サンララミー 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹坂田 行夫氏 高橋 文雅 浦河 今井 秀樹 404－ 61：51．91� 53．1�
714 ラブラビリンス 牝3鹿 54 西田雄一郎宮川 純造氏 武藤 善則 浦河 富田牧場 416－121：52．11 104．3�
36 ジャイアントリアン 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太�辻牧場 栗田 博憲 浦河 辻 牧場 418 ―1：52．41� 166．6�
612 コスモバカンス 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 新冠 中本 隆志 434－ 11：52．93 243．2�
713 カ フ ェ ラ テ 牝3黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太 �グリーンファーム久保田貴士 千歳 社台ファーム 408－ 81：53．0クビ 160．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，661，400円 複勝： 25，628，200円 枠連： 9，057，200円
馬連： 29，566，400円 馬単： 18，888，200円 ワイド： 17，845，100円
3連複： 39，649，500円 3連単： 69，188，100円 計： 226，484，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 330円 � 180円 枠 連（1－2） 1，320円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 800円 �� 380円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 20，690円

票 数

単勝票数 計 166614 的中 � 43883（2番人気）
複勝票数 計 256282 的中 � 50782（2番人気）� 15699（5番人気）� 39216（3番人気）
枠連票数 計 90572 的中 （1－2） 5301（6番人気）
馬連票数 計 295664 的中 �� 10556（7番人気）
馬単票数 計 188882 的中 �� 3562（12番人気）
ワイド票数 計 178451 的中 �� 5537（7番人気）�� 13160（3番人気）�� 3787（13番人気）
3連複票数 計 396495 的中 ��� 7578（10番人気）
3連単票数 計 691881 的中 ��� 2424（56番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．0―13．3―12．4―12．0―11．6―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．0―50．3―1：02．7―1：14．7―1：26．3―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

ウインマハロ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2014．7．26 札幌3着

2012．4．6生 牝3鹿 母 イクスキューズ 母母 クリスティキャット 6戦1勝 賞金 10，850，000円
〔騎手変更〕 モノクロームシチー号の騎手横山和生は，第1日第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため津村明秀に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 クリノテツマン号・ノークライ号・モアザンソニック号

11020 4月12日 晴 良 （27福島1）第2日 第8競走 2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （芝・右）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，57�，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� コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

23 � ショウナンバッハ 牡4鹿 57 藤懸 貴志国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 418－122：01．0 7．3�
59 プロレタリアト 牝4鹿 55

54 ☆小崎 綾也田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 424＋ 6 〃 クビ 9．2�
35 サンドラバローズ 牝4鹿 55 長岡 禎仁猪熊 広次氏 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 404－ 8 〃 アタマ 54．1�
611 ナイフリッジ 牡4栗 57

54 ▲�島 克駿 �シルクレーシング 古賀 史生 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 22：01．21� 5．3�

714� ゴールデンクロス 牡4鹿 57
54 ▲加藤 祥太吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 454＋ 12：01．3クビ 53．3�

11 レッドグルック 牡4鹿 57 嶋田 純次 	東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 492－ 42：01．51� 3．1

612 ネコタイショウ 牡5鹿 57

54 ▲伴 啓太桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 440－16 〃 クビ 25．3�
510� クリールハヤテ 牡6栗 57 杉原 誠人横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 482－ 22：01．81	 4．7�
713� ウイングオブハーツ 牡4黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹 �シルクレーシング 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 32：02．01 20．2

816� プレスアテンション 牡4栗 57
56 ☆松若 風馬金子真人ホール

ディングス	 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 516－ 4 〃 ハナ 16．6�
36 � コンドッティエーレ 
6栗 57 花田 大昂岡田 壮史氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 474－ 2 〃 クビ 144．5�
47 ウインサーガ 
6黒鹿57 中井 裕二	ウイン 飯田 雄三 新冠 村上 欽哉 484－122：02．53 50．8�
815 ウインミラグロス 牡4栗 57 原田 和真	ウイン 黒岩 陽一 むかわ ヤマイチ牧場 462－ 2 〃 クビ 44．6�
48 � クライナーヘルツ 牡5鹿 57

54 ▲野中悠太郎林 正道氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 418＋ 22：02．81	 232．4�
24 ヤマニンエルフィン 牝4鹿 55 菅原 隆一土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 458－ 22：03．01� 118．3�
12 ホワイトマニキュア 牝4芦 55

52 ▲木幡 初也吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 464＋ 82：03．32 20．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，651，100円 複勝： 26，095，200円 枠連： 11，407，500円
馬連： 34，804，500円 馬単： 18，168，700円 ワイド： 20，303，100円
3連複： 45，902，800円 3連単： 65，184，300円 計： 240，517，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 320円 � 320円 � 960円 枠 連（2－5） 1，400円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 7，720円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 4，440円 �� 3，980円

3 連 複 ��� 37，090円 3 連 単 ��� 186，790円

票 数

単勝票数 計 186511 的中 � 20271（4番人気）
複勝票数 計 260952 的中 � 22742（5番人気）� 22981（4番人気）� 6280（10番人気）
枠連票数 計 114075 的中 （2－5） 6292（5番人気）
馬連票数 計 348045 的中 �� 6550（13番人気）
馬単票数 計 181687 的中 �� 1764（29番人気）
ワイド票数 計 203031 的中 �� 3546（14番人気）�� 1165（45番人気）�� 1302（42番人気）
3連複票数 計 459028 的中 ��� 928（111番人気）
3連単票数 計 651843 的中 ��� 253（571番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．8―12．8―12．3―12．1―11．6―12．1―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．6―35．4―48．2―1：00．5―1：12．6―1：24．2―1：36．3―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ショウナンバッハ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 サクラバクシンオー

2011．3．5生 牡4鹿 母 シュガーハート 母母 オトメゴコロ 9戦1勝 賞金 7，690，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ナイフリッジ号の騎手横山和生は，第1日第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため�島克駿に変更。
〔制裁〕 ウインミラグロス号の騎手原田和真は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番・2番）



11021 4月12日 晴 稍重 （27福島1）第2日 第9競走 1，150�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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

11 トウショウハマー 牡6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 586＋ 21：08．9 6．1�
47 ロードメビウス 牡4鹿 57

54 ▲�島 克駿 �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 488－12 〃 クビ 27．5�
611 グレイスフルデイズ �5芦 57 石橋 脩 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 484± 01：09．11 12．4�
59 � ビービーボイジャー 牡5栗 57

54 ▲伴 啓太�坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 496＋ 2 〃 ハナ 5．5�
510 サンレイクウッド 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹加藤 信之氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 524＋181：09．2� 5．1	
713 ヘリオドール 牝4青鹿55 田中 博康�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 21：09．52 77．9

35 ダブルフェイス 牡4栗 57 津村 明秀山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 512－181：09．6� 7．4�
816� ノンブルドール 牝5黒鹿55 丸山 元気吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 450＋ 21：09．7クビ 39．6�
714 ミ ス ネ バ ー 牝6栗 55

52 ▲加藤 祥太澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 478－ 21：10．12� 184．3
24 ゼンノステルス 牡4芦 57 古川 吉洋大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 470＋161：10．84 15．9�
36 グラスルノン 牝4鹿 55 的場 勇人半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 480± 0 〃 クビ 11．5�
612 ジギースンナー 牝4青鹿55 丹内 祐次佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 462＋ 41：11．01	 46．9�
12 ベニノラッキーマン �4芦 57

54 ▲木幡 初也�紅谷 金成 貴史 新冠 川上 悦夫 466＋ 41：11．1� 12．2�
815� オキテスグメシ 牡4栗 57 原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 高橋 修 446－111：11．73� 45．4�
23 ナリタキャッツアイ 牡7鹿 57

56 ☆松若 風馬�オースミ 松下 武士 日高 白井牧場 482－ 6 （競走中止） 17．5�
48 ニシノラピート 牝4栗 55

54 ☆小崎 綾也西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 B468－ 4 （競走中止） 11．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，292，300円 複勝： 27，421，600円 枠連： 15，667，800円
馬連： 42，363，000円 馬単： 21，845，500円 ワイド： 24，742，400円
3連複： 59，612，700円 3連単： 83，021，000円 計： 292，966，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 480円 � 360円 枠 連（1－4） 2，450円

馬 連 �� 11，460円 馬 単 �� 20，420円

ワ イ ド �� 3，330円 �� 1，250円 �� 4，000円

3 連 複 ��� 41，200円 3 連 単 ��� 268，700円

票 数

単勝票数 計 182923 的中 � 23936（3番人気）
複勝票数 計 274216 的中 � 37824（2番人気）� 13487（9番人気）� 19141（7番人気）
枠連票数 計 156678 的中 （1－4） 4944（11番人気）
馬連票数 計 423630 的中 �� 2863（47番人気）
馬単票数 計 218455 的中 �� 802（87番人気）
ワイド票数 計 247424 的中 �� 1896（45番人気）�� 5240（13番人気）�� 1569（51番人気）
3連複票数 計 596127 的中 ��� 1085（149番人気）
3連単票数 計 830210 的中 ��� 224（945番人気）

ハロンタイム 9．5―10．7―11．0―11．9―12．6―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．2―31．2―43．1―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウハマー �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2011．11．20 新潟2着

2009．3．8生 牡6栗 母 バーニントウショウ 母母 サマンサトウショウ 34戦2勝 賞金 34，240，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 ニシノラピート号は，3コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
ナリタキャッツアイ号は，3コーナーで，落馬した「ニシノラピート」号に触れ，騎手が落馬したため競走中止。

〔制裁〕 ニシノラピート号の騎手小崎綾也は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について平成27年4月18日から平成27年4月
19日まで騎乗停止。（被害馬：3番・1番・2番・15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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エグゼビア号・ミラクルピッチ号

11022 4月12日 晴 稍重 （27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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000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
1：43．3
1：41．7

良
不良

710 デンコウリキ 牡5黒鹿57 丸山 元気田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 510＋ 41：46．7 3．9�
711� セルリアンラビット 牡6鹿 57 古川 吉洋�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 B448－ 81：46．8� 37．1�
57 マッチレスヒーロー 牡4栗 57 柴田 大知�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B474－ 61：47．12 4．6�
68 アイアイエンデバー 牡6黒鹿57 西田雄一郎齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新冠 つつみ牧場 B464± 01：47．52� 19．9�
33 アグネスユニコーン 牡4黒鹿57 川須 栄彦渡辺公美子氏 村山 明 千歳 社台ファーム B492－ 21：47．82 5．0�
812 ディーエスコマンド 牡5鹿 57 津村 明秀秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 474－ 41：48．01� 15．2	
11 ジェイケイニュース 牡4栗 57 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 472－101：48．21� 18．3

813 ウインヤード 牡4鹿 57 原田 和真柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468－ 41：48．41� 34．6�
56 アサクサスターズ 牡4栗 57 松田 大作田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 480－ 81：48．71	 3．6�
44 レオネプチューン 牡7鹿 57 石橋 脩レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 470＋ 41：48．8� 43．3�
69 コリャコリャ 牝4鹿 55 松若 風馬小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 464＋ 41：49．22� 47．5�
22 サ マ ー ラ ヴ 牡4黒鹿57 木幡 初也Basic 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム 452± 01：49．3クビ 116．8�
45 パープルパルピナ 牡4鹿 57 国分 恭介中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 494－ 21：50．68 36．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，125，300円 複勝： 27，304，500円 枠連： 15，973，800円
馬連： 50，003，000円 馬単： 25，912，200円 ワイド： 24，912，700円
3連複： 62，888，700円 3連単： 106，319，500円 計： 333，439，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 600円 � 170円 枠 連（7－7） 9，100円

馬 連 �� 7，620円 馬 単 �� 10，240円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 410円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 11，520円 3 連 単 ��� 62，610円

票 数

単勝票数 計 201253 的中 � 41170（2番人気）
複勝票数 計 273045 的中 � 52492（2番人気）� 8404（8番人気）� 46427（3番人気）
枠連票数 計 159738 的中 （7－7） 1359（21番人気）
馬連票数 計 500030 的中 �� 5079（22番人気）
馬単票数 計 259122 的中 �� 1897（36番人気）
ワイド票数 計 249127 的中 �� 2837（23番人気）�� 17321（3番人気）�� 2758（24番人気）
3連複票数 計 628887 的中 ��� 4093（35番人気）
3連単票数 計1063195 的中 ��� 1231（178番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．4―43．2―56．0―1：07．9―1：20．2―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．8
1
3
5（6，7，13）－（12，9）（1，2）8（4，3）10－11
3，5，6（7，10）12，13（1，8，11）－（4，2，9）

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

勝馬の
紹 介

デンコウリキ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．11．4 京都5着

2010．5．1生 牡5黒鹿 母 デンコウレジーナ 母母 ストームシェルター 20戦3勝 賞金 36，192，000円
〔騎手変更〕 サマーラヴ号の騎手横山和生は，第1日第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため木幡初也に変更。

アグネスユニコーン号の騎手小崎綾也は，第9競走での落馬負傷のため川須栄彦に変更。



11023 4月12日 晴 良 （27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：56�，牝馬2�減，収得
賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1
着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

福島民報社長賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

22 マイネルフロスト 牡4芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 482－ 41：59．1 4．2�

814 ダ コ ー ル 牡7鹿 58 津村 明秀�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 470－ 21：59．31� 10．0�
712 マイネルディーン 牡6青 56 木幡 初也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 8 〃 アタマ 27．4�
611 テイエムイナズマ 牡5黒鹿56 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 502－141：59．4クビ 22．1�
11 ムーンリットレイク 牡7鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：59．5� 12．9	
34 	 レッドレイヴン 牡5青鹿57 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli

& Bobby Flay 518－ 2 〃 ハナ 4．5

58 メイショウウズシオ 牡8黒鹿56 松田 大作松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 482＋ 41：59．92� 130．1�
35 ヒラボクディープ 牡5黒鹿56 丸田 恭介�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 B494－122：00．0クビ 34．0�
23 マイネルミラノ 牡5栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B476＋ 6 〃 クビ 2．9
47 マ デ イ ラ 牡6栗 56 松若 風馬 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 492－ 42：00．32 118．6�
610	 アンコイルド 牡6鹿 57 国分 恭介�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC 494＋ 22：00．61� 39．7�
46 ラブイズブーシェ 牡6黒鹿59 藤懸 貴志小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 B460＋ 22：00．7� 36．0�
815	 ヒ ュ ウ マ 牡5鹿 56 石橋 脩林 正道氏 斎藤 誠 米 Aaron Sones 512＋12 〃 クビ 17．8�
713 アロマカフェ 牡8黒鹿56 西田雄一郎西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 480－ 42：01．01� 27．4�
59 	 カネトシイナーシャ 牡7黒鹿56 川須 栄彦兼松 利男氏 西村 真幸 米 JMJ Racing

Stables, LLC 478－ 22：02．8大差 280．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 49，335，900円 複勝： 67，769，300円 枠連： 42，705，400円
馬連： 175，865，300円 馬単： 79，686，300円 ワイド： 70，336，900円
3連複： 246，066，100円 3連単： 401，760，700円 計： 1，133，525，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 260円 � 490円 枠 連（2－8） 590円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，530円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 16，370円 3 連 単 ��� 62，450円

票 数

単勝票数 計 493359 的中 � 92512（2番人気）
複勝票数 計 677693 的中 � 136651（2番人気）� 63150（4番人気）� 28592（7番人気）
枠連票数 計 427054 的中 （2－8） 55540（2番人気）
馬連票数 計1758653 的中 �� 62000（6番人気）
馬単票数 計 796863 的中 �� 16359（10番人気）
ワイド票数 計 703369 的中 �� 28615（4番人気）�� 11611（16番人気）�� 5888（35番人気）
3連複票数 計2460661 的中 ��� 11268（52番人気）
3連単票数 計4017607 的中 ��� 4664（187番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―11．5―12．4―12．1―11．7―11．4―11．6―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．9―35．4―47．8―59．9―1：11．6―1：23．0―1：34．6―1：46．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルフロスト �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2013．6．9 東京1着

2011．3．8生 牡4芦 母 スリースノーグラス 母母 ダイヤモンドスノー 14戦4勝 賞金 164，235，000円
〔騎手変更〕 ラブイズブーシェ号の騎手小崎綾也は，第9競走での落馬負傷のため藤懸貴志に変更。
〔制裁〕 アロマカフェ号の騎手西田雄一郎は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・6番・5

番）

11024 4月12日 晴 良 （27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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000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

24 � グレンデール 牡4鹿 57 柴田 大知日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 中村 和夫 484－ 41：09．3 24．4�
11 � アスペンサミット 牝5鹿 55 丸田 恭介吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,

Mrs JA Hudson 482－ 21：09．51� 5．7�
816 トシストロング 牡4鹿 57 丸山 元気上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 482＋ 41：09．6	 10．8�
815 アポロデイライト 牝4栗 55 原田 和真アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 佐藤 義紀 460－121：09．7
 110．2�
12 � アルマダクロス 牡5栗 57 川須 栄彦栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 460－ 9 〃 クビ 85．6�
714 フィボナッチ 牡5鹿 57 国分 恭介水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 478＋101：09．8クビ 48．2�
611 コスモマイルール 牝4栗 55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 434＋ 2 〃 クビ 36．9	
48 ドリームマークス 牡5鹿 57 杉原 誠人セゾンレースホース
 池上 昌弘 新冠 長沼 幸一 464－ 2 〃 ハナ 35．3�
23 � エーデルシュタイン 牝6黒鹿55 松田 大作岡田 牧雄氏 加藤 和宏 豊浦 飯原牧場 490－ 41：09．9クビ 76．3�
47 シャルマンウーマン 牝4鹿 55 長岡 禎仁阿部 紀子氏 小島 茂之 浦河 宮内牧場 492－10 〃 クビ 12．1
59 ダイワソフィー 牝4芦 55 木幡 初也大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 464－ 21：10．0
 13．6�
612� シ ン ガ ン 牡4青鹿57 石橋 脩林 正道氏 国枝 栄 愛 Castlemartin Sky

& Skymarc Farm 490＋ 6 〃 ハナ 8．3�
510 サクラヴィオーラ 牝4栗 55 松若 風馬
さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 464－ 41：10．31	 5．3�
713 ブラウンカイ 牡4鹿 57 津村 明秀キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 464－ 21：10．51� 2．9�
35 クラウンデュナミス 牝4黒鹿55 古川 吉洋矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 B458－ 4 〃 アタマ 42．6�
36 サウスノーブル 牝7鹿 55 伴 啓太南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 502＋ 6 〃 ハナ 155．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，588，500円 複勝： 48，411，800円 枠連： 27，668，900円
馬連： 99，619，200円 馬単： 44，219，900円 ワイド： 47，725，100円
3連複： 126，204，500円 3連単： 199，833，600円 計： 629，271，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，440円 複 勝 � 500円 � 230円 � 340円 枠 連（1－2） 3，420円

馬 連 �� 5，490円 馬 単 �� 13，580円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 3，590円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 19，190円 3 連 単 ��� 189，880円

票 数

単勝票数 計 355885 的中 � 11664（8番人気）
複勝票数 計 484118 的中 � 22889（8番人気）� 61354（3番人気）� 36930（5番人気）
枠連票数 計 276689 的中 （1－2） 6265（16番人気）
馬連票数 計 996192 的中 �� 14053（20番人気）
馬単票数 計 442199 的中 �� 2441（52番人気）
ワイド票数 計 477251 的中 �� 8822（17番人気）�� 3329（42番人気）�� 11517（8番人気）
3連複票数 計1262045 的中 ��� 4930（66番人気）
3連単票数 計1998336 的中 ��� 763（599番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．4―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．0―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�グレンデール �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 Thunder Gulch

2011．3．30生 牡4鹿 母 ロングモニュメント 母母 スリーピングインシアトル 4戦1勝 賞金 13，262，000円
地方デビュー 2013．9．4 川崎

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 サクラヴィオーラ号の騎手横山和生は，第1日第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため松若風馬に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サウンドターゲット号・ムーンドロップ号
（非抽選馬） 6頭 アイファーマシェリ号・イーグルアモン号・カシノワルツ号・スリーカーニバル号・タイセイゼニス号・

ヒラボクボーノ号

３レース目



（27福島1）第2日 4月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 181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

179，770，000円
2，080，000円
8，180，000円
1，770，000円
16，020，000円
63，951，000円
5，494，800円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
242，611，000円
335，027，800円
177，501，700円
595，477，700円
301，783，800円
298，923，000円
807，102，800円
1，247，035，700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 4，005，463，500円

総入場人員 16，919名 （有料入場人員 14，527名）
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