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11049 4月25日 晴 良 （27福島1）第5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

815 キースカーフ 牝3鹿 54 津村 明秀北前孔一郎氏 相沢 郁 浦河 村下農場 436＋ 21：09．3 51．5�
713 ヒカリピオニー 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 前川 義則 496＋ 41：09．51� 4．2�
59 タイセイメテオ 牡3栗 56 藤岡 康太田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 増本 良孝 466± 01：09．6� 10．3�
612 ディスティニーガイ 牡3鹿 56 黛 弘人石瀬 浩三氏 奥平 雅士 新冠 ラツキー牧場 478－ 61：09．81� 3．0�
510 シベリアンマッシブ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹藤田 在子氏 矢野 英一 新ひだか 木田牧場 B470－ 61：09．9クビ 20．4�
24 ポワソンダブリル 牡3栗 56 丸山 元気	日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 442－ 41：10．0� 20．4

12 モンサンナシーラ 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 伊藤 敏明 510± 0 〃 ハナ 4．5�
48 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 B470－ 6 〃 クビ 22．4�
36 エースナンバー 牡3黒鹿56 吉田 隼人	和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 486＋ 21：10．21 7．8
816 エンドオブデイズ 牡3鹿 56 武 幸四郎 Him Rock Racing 高橋 康之 浦河 有限会社

松田牧場 420＋ 41：10．3� 28．5�
714 デルマチハヤ 牝3栗 54 藤懸 貴志浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 434－ 81：10．83 336．4�
11 デルタタイム 牡3鹿 56 川須 栄彦平本 敏夫氏 蛯名 利弘 新冠 川上 悦夫 450－ 4 〃 クビ 41．3�
47 フクノアングレーム 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹福島 祐子氏 蛯名 利弘 新ひだか 嶋田牧場 B480－ 41：10．9� 152．1�
23 ア ゲ ー ト 牝3芦 54

51 ▲加藤 祥太岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 新ひだか 三石ビクトリーファーム 422－ 61：11．32� 349．9�
35 アパラパチア 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎井上 久光氏 柴田 政人 日高 出口牧場 424－141：11．93� 359．9�
611 ティエスキングダム 牡3芦 56 西田雄一郎田畑 利彦氏 石栗 龍彦 浦河 モトスファーム 480 ―1：24．6大差 188．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，172，700円 複勝： 24，568，700円 枠連： 8，005，400円
馬連： 28，757，100円 馬単： 17，422，600円 ワイド： 19，325，100円
3連複： 46，440，200円 3連単： 58，901，400円 計： 217，593，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，150円 複 勝 � 1，010円 � 170円 � 320円 枠 連（7－8） 3，240円

馬 連 �� 8，490円 馬 単 �� 22，030円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 4，740円 �� 690円

3 連 複 ��� 21，350円 3 連 単 ��� 184，060円

票 数

単勝票数 計 141727 的中 � 2200（11番人気）
複勝票数 計 245687 的中 � 4911（10番人気）� 48613（2番人気）� 19082（5番人気）
枠連票数 計 80054 的中 （7－8） 1913（13番人気）
馬連票数 計 287571 的中 �� 2624（27番人気）
馬単票数 計 174226 的中 �� 593（67番人気）
ワイド票数 計 193251 的中 �� 1993（29番人気）�� 1011（42番人気）�� 7632（5番人気）
3連複票数 計 464402 的中 ��� 1631（64番人気）
3連単票数 計 589014 的中 ��� 232（491番人気）

ハロンタイム 9．5―10．5―11．3―12．0―12．6―13．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．0―31．3―43．3―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F38．0
3 15（8，12）14（1，2）－13，4（3，16）（9，10）6－5－7＝11 4 15（8，12）（1，14）2－4（9，13）（3，16，10）6＝5，7＝11

勝馬の
紹 介

キースカーフ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2014．12．20 中山8着

2012．4．16生 牝3鹿 母 キ ー レ タ ー 母母 アグネスフエルテイ 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 ティエスキングダム号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 エヴリホープ号
（非抽選馬） 5頭 クリオロ号・ストロベリーボス号・プルメリア号・ミキノソレイユ号・リッキーファイト号

11050 4月25日 晴 良 （27福島1）第5日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

59 グローリアスレイ 牝3芦 54 松田 大作日下部勝德氏 土田 稔 洞�湖 レイクヴィラファーム 454－ 62：02．2 10．0�
816 レッドベリンダ 牝3鹿 54 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 クビ 4．3�
11 ウインティアラ 牝3鹿 54 黛 弘人�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 406＋ 42：02．3クビ 27．5�
713 サンディアタッチ 牝3黒鹿54 西田雄一郎飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 446－ 4 〃 クビ 251．5�
612 アルマニンファ 牝3芦 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 日高大洋牧場 454－ 2 〃 アタマ 20．3�
12 マリーズラン 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 460－ 6 〃 ハナ 5．7	
48 サンフラワー 牝3鹿 54 長岡 禎仁
ミルファーム 武市 康男 日高 中川 欽一 458± 02：02．72� 19．9�
23 ペブルガーデン 牝3鹿 54 丸田 恭介
ターフ・スポート大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 474＋ 22：02．91� 2．9�
714 フォルタレッサ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 390± 02：03．11� 126．9
815 ラックアサイン 牝3鹿 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 464－ 62：03．31� 5．7�
36 ニホンピロピース 牝3鹿 54 藤懸 貴志小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 432＋ 2 〃 アタマ 18．3�
35 オベストルシャトウ 牝3黒鹿54 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 388－ 22：03．4� 151．8�
510 ジョウノチェリー 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也西山牧場 武藤 善則 日高 三城牧場 444－ 4 〃 ハナ 81．4�
24 メルヴェイユ 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 松田牧場 406＋ 22：03．5� 172．8�

47 タイドミュージック 牝3鹿 54
51 ▲井上 敏樹植木 茂年氏 伊藤 正徳 日高 春木 昭雄 456＋ 2 〃 ハナ 347．5�

611 セイユウヴィーナス 牝3青鹿54 津村 明秀松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 420－ 22：04．24 229．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，201，700円 複勝： 25，050，300円 枠連： 10，278，900円
馬連： 27，307，100円 馬単： 17，140，700円 ワイド： 17，228，900円
3連複： 38，914，800円 3連単： 50，233，200円 計： 203，355，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 250円 � 180円 � 580円 枠 連（5－8） 830円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 5，310円

ワ イ ド �� 760円 �� 2，570円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 13，830円 3 連 単 ��� 72，540円

票 数

単勝票数 計 172017 的中 � 13742（5番人気）
複勝票数 計 250503 的中 � 25496（5番人気）� 44823（2番人気）� 9089（9番人気）
枠連票数 計 102789 的中 （5－8） 9593（3番人気）
馬連票数 計 273071 的中 �� 9737（8番人気）
馬単票数 計 171407 的中 �� 2417（21番人気）
ワイド票数 計 172289 的中 �� 6069（9番人気）�� 1669（29番人気）�� 3069（17番人気）
3連複票数 計 389148 的中 ��� 2109（48番人気）
3連単票数 計 502332 的中 ��� 502（249番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．5―48．0―1：01．0―1：13．3―1：25．2―1：37．3―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F37．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グローリアスレイ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．12．14 中山6着

2012．4．4生 牝3芦 母 メジロトンキニーズ 母母 メジロクロヒメ 6戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 メルヴェイユ号の騎手加藤祥太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）

サンフラワー号の騎手長岡禎仁は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成27年5月2日から平成27年5月
10日まで騎乗停止。（被害馬：15番・14番）

※ジョウノチェリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 福島競馬 第５日

追 加 記 事（第 1回福島競馬第 3日第 8競走）
〔その他〕　　ワンダーブライド号は，競走中に疾病〔右第 1指骨剥離骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

追 加 記 事（第 1回福島競馬第 4日第 2競走）
〔その他〕　　ファーマレミー号は，競走中に疾病〔右第３中手骨罅裂骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



11051 4月25日 晴 良 （27福島1）第5日 第3競走 1，700�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （ダート・右）

若手騎手，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

35 シャンタルエット 牝3鹿 54 中井 裕二 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 468－ 21：48．3 10．1�
815 レッドファルダ 牡3栗 56 藤懸 貴志 �東京ホースレーシング 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520 ―1：48．4� 7．7�
712 サントノーレ 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 470－ 61：48．93 43．5�
11 カラーラビアンコ 牡3芦 56

55 ☆松若 風馬金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 480－ 21：49．0� 4．9�

59 アクティブボス 牡3青 56
53 ▲野中悠太郎髙橋 長治氏 根本 康広 浦河 鵜木 唯義 492± 01：49．21� 18．8	

47 ウエバフラッシュ 牝3栗 54
51 ▲木幡 初也上羽 浩平氏 加藤 和宏 伊達 高橋農場 476－ 81：49．3� 2．0


610 ノーブルカイザー 牡3鹿 56 西村 太一吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新ひだか 村上牧場 486－121：49．4� 32．4�
34 レッドグロワール 牡3鹿 56 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 中川 公成 千歳 社台ファーム 460－ 41：49．93 6．1�
23 ララオムドゥクー 牡3鹿 56 森 一馬フジイ興産� 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 458－ 41：50．0� 105．0
46 メイショウデコイ 牝3栗 54 小野寺祐太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 424－101：50．1クビ 310．0�
713 ハッピーキャップ 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 41：50．31� 34．1�

58 フヨウシデンカイ 牡3鹿 56 長岡 禎仁刈屋 �氏 高市 圭二 新ひだか 桜井牧場 B472－ 41：50．83 71．7�
814 パストラーレ 牡3栗 56 花田 大昂三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 514＋221：50．9� 103．6�
22 ソ ニ ッ ク 牝3栗 54 嶋田 純次�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 410－ 21：51．0クビ 236．2�
611 ゼットウオリア 牡3青鹿56 平野 優�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 480－ 21：51．21� 297．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，487，700円 複勝： 23，608，700円 枠連： 8，754，300円
馬連： 25，853，900円 馬単： 17，149，600円 ワイド： 15，005，600円
3連複： 35，120，000円 3連単： 54，247，700円 計： 198，227，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 350円 � 370円 � 1，010円 枠 連（3－8） 1，540円

馬 連 �� 4，810円 馬 単 �� 9，750円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 4，610円 �� 4，860円

3 連 複 ��� 60，270円 3 連 単 ��� 265，740円

票 数

単勝票数 計 184877 的中 � 14599（5番人気）
複勝票数 計 236087 的中 � 18974（4番人気）� 17686（5番人気）� 5548（8番人気）
枠連票数 計 87543 的中 （3－8） 4379（5番人気）
馬連票数 計 258539 的中 �� 4164（16番人気）
馬単票数 計 171496 的中 �� 1318（29番人気）
ワイド票数 計 150056 的中 �� 2392（17番人気）�� 832（36番人気）�� 788（38番人気）
3連複票数 計 351200 的中 ��� 437（111番人気）
3連単票数 計 542477 的中 ��� 148（513番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．7―30．8―43．2―56．1―1：08．9―1：21．8―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャンタルエット �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．1 東京6着

2012．2．17生 牝3鹿 母 マリーシャンタル 母母 ダイナカール 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 メイショウデコイ号の騎手小野寺祐太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

11052 4月25日 晴 良 （27福島1）第5日 第4競走 2，770�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20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� コースレコード3：00．1良

711 サ ナ シ オ ン 牡6鹿 60 西谷 誠 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470－ 42：59．3レコード 10．0�
45 アイティテイオー 牡7栗 60 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 468± 02：59．62 5．7�
22 タニノタキシード 牡5黒鹿60 小坂 忠士谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 472－ 83：01．8大差 1．7�
814 テイエムボッケモン 牡4栗 59 黒岩 悠竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 490－ 83：03．07 18．4�
69 マイネルブルズアイ 牡5鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント 484± 03：03．42� 73．6	
11 � ラ ノ ラ ラ ク 牝5栗 58 鈴木 慶太�ミルファーム 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 472－ 63：03．82� 111．8

610 ディープスノー 牝7鹿 58 江田 勇亮日下部勝德氏 土田 稔 新冠 石郷岡 雅樹 476± 03：04．86 19．1�
712 トーセンローツェ 牝4鹿 57 小野寺祐太島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 444＋ 63：05．01� 213．1
57 アーサーバローズ 牡6栗 60 林 満明猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 472± 03：05．21� 34．6�
33 シゲルキシュウ 牡4芦 59 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 長浜 秀昭 502± 03：07．1大差 83．1�
813 プランスデトワール 牡7芦 60 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 482＋ 43：10．2大差 8．1�
34 ジ リ オ ン 牡5黒鹿60 北沢 伸也近藤 克麿氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 540－ 43：15．8大差 22．3�
46 スズカホープ �7鹿 60 石神 深一永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 510＋ 6 （競走中止） 134．6�
58 ニシノカチヅクシ 牡6黒鹿60 佐久間寛志西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 476－ 6 （競走中止） 15．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，456，000円 複勝： 22，263，000円 枠連： 10，362，900円
馬連： 22，886，800円 馬単： 16，857，400円 ワイド： 13，977，300円
3連複： 32，377，900円 3連単： 54，944，000円 計： 189，125，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 190円 � 150円 � 110円 枠 連（4－7） 3，320円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 730円 �� 350円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 15，590円

票 数

単勝票数 計 154560 的中 � 12311（4番人気）
複勝票数 計 222630 的中 � 16201（4番人気）� 25953（2番人気）� 111997（1番人気）
枠連票数 計 103629 的中 （4－7） 2412（11番人気）
馬連票数 計 228868 的中 �� 6236（9番人気）
馬単票数 計 168574 的中 �� 2045（17番人気）
ワイド票数 計 139773 的中 �� 4040（10番人気）�� 9569（2番人気）�� 23538（1番人気）
3連複票数 計 323779 的中 ��� 19941（1番人気）
3連単票数 計 549440 的中 ��� 2554（46番人気）
上り 1マイル 1：43．9 4F 51．1－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

サ ナ シ オ ン �
�
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 2011．10．29 京都10着

2009．2．4生 牡6鹿 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 スズカホープ号は，競走中に前進気勢を欠いたため4号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

ニシノカチヅクシ号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔調教再審査〕 スズカホープ号は，競走中に前進気勢を欠き，4号障害手前で競走を中止したことについて障害調教再審査〔平地

調教を含む〕。
〔その他〕 ジリオン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジリオン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年5月25日まで出走できない。



11053 4月25日 晴 良 （27福島1）第5日 第5競走 ��3，380�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10分 （ 芝 ）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：44．6良

69 ラッキーストリーク 牡5鹿 60 石神 深一藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 448－ 63：38．5レコード 41．2�
610 シゲルシモウサ 牡4鹿 59 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458－ 43：42．0大差 17．5�
814 カシマシンセイ 牡6鹿 61 山本 康志松浦 一久氏 奥村 武 浦河 大西ファーム 522＋ 23：42．21� 3．8�
22 カ ウ ウ ェ ラ 牡5青鹿60 浜野谷憲尚 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 462± 03：42．51� 5．9�
813 カ ゼ カ オ ル 牡6鹿 60 北沢 伸也荻野 猛夫氏 橋田 満 平取 稲原牧場 490－ 43：42．81� 21．7�
11 シゲルヒダカ 牡4黒鹿59 植野 貴也森中 蕃氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 520－ 63：42．9� 6．7	
45 プレミアムパス 牡7鹿 60 金子 光希村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 486＋ 23：43．64 15．3

57 � タマモショパン 牡6鹿 60 五十嵐雄祐タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 508± 0 〃 ハナ 2．7�
58 オールアズワン 牡7黒鹿60 佐久間寛志宮川 純造氏 加用 正 新冠 オリエント牧場 504± 0 〃 ハナ 38．4
46 プレミアムウォーズ 	6栗 60 小野寺祐太中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 462－ 43：44．23� 105．3�
711 リアルブラック 	6青鹿60 林 満明大迫 基弘氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 500－ 43：44．52 48．9�
33 ハギノセゾン 牝4青鹿57 田村 太雅安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 458－ 43：44．6� 104．9�
712 ドリームチャージ 牡6鹿 60 黒岩 悠青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 450－183：48．1大差 70．3�
34 � パ ス テ ィ 牡6鹿 60 江田 勇亮坂田 行夫氏 武井 亮 浦河 吉田 又治 454± 0 （競走中止） 22．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，602，800円 複勝： 18，393，400円 枠連： 9，163，600円
馬連： 25，550，200円 馬単： 17，030，000円 ワイド： 16，049，600円
3連複： 40，018，700円 3連単： 57，651，500円 計： 198，459，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，120円 複 勝 � 1，120円 � 460円 � 180円 枠 連（6－6） 29，340円

馬 連 �� 37，290円 馬 単 �� 75，130円

ワ イ ド �� 7，250円 �� 3，160円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 60，630円 3 連 単 ��� 674，150円

票 数

単勝票数 計 146028 的中 � 2833（10番人気）
複勝票数 計 183934 的中 � 3508（11番人気）� 9442（5番人気）� 33928（2番人気）
枠連票数 計 91636 的中 （6－6） 242（31番人気）
馬連票数 計 255502 的中 �� 531（59番人気）
馬単票数 計 170300 的中 �� 170（120番人気）
ワイド票数 計 160496 的中 �� 556（55番人気）�� 1290（32番人気）�� 4251（9番人気）
3連複票数 計 400187 的中 ��� 495（132番人気）
3連単票数 計 576515 的中 ��� 62（1100番人気）
上り 1マイル 1：44．8 4F 50．9－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラッキーストリーク �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー 2012．11．11 東京7着

2010．3．29生 牡5鹿 母 ニットウディオンヌ 母母 ニットウモナーク 障害：6戦2勝 賞金 20，500，000円
〔競走中止〕 パスティ号は，1周目1号障害〔ハードル〕着地時に騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
〔制裁〕 オールアズワン号の騎手佐久間寛志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※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 アドマイヤサイモン号・ニジノハヤテ号

11054 4月25日 晴 良 （27福島1）第5日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12時45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
1：43．3
1：41．7

良
不良

46 メイショウヒコボシ 牡4鹿 57 川島 信二松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 526－ 21：46．6 8．9�
58 シ ッ プ ウ �4黒鹿57 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 488－ 21：46．7� 10．1�
35 シーリーヴェール 牡4青鹿57 松田 大作 �社台レースホース藤原 英昭 安平 追分ファーム 472－ 6 〃 クビ 2．6�
23 � 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 B446－ 21：46．91	 14．1�
815 シャトーウインド 牡5黒鹿57 丸山 元気円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 458－121：47．22 14．9	
610 アグネスオラシオン 牡4芦 57 勝浦 正樹渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 558－ 41：47．62� 52．1

11 � テラノココロ 牝6青鹿55 藤岡 康太寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 424－ 21：47．7クビ 25．2�
611 サムソンズシエル 牡4鹿 57 柴田 大知 �シルクレーシング 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 524－ 81：47．8� 4．6�
47 ロマンシーズ 牡4鹿 57 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 514－ 81：48．22� 92．8
34 スリーヨーク �5鹿 57

54 ▲木幡 初也永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462－ 2 〃 ハナ 68．0�
712 トーホウビースト 牡4青鹿57 的場 勇人東豊物産� 牧 光二 日高 竹島 幸治 B456± 01：48．41 51．5�
814 マハーシュリー 牝4黒鹿55 津村 明秀髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 土田 扶美子 438－ 6 〃 クビ 52．0�
22 キーブランド 牡6鹿 57

54 ▲加藤 祥太北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 514± 01：48．5クビ 17．5�
713 メイショウルンバ 牝4栗 55 武 幸四郎松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 462－ 81：48．71	 7．9�
59 � エスティリメイク 牝4栗 55

52 ▲井上 敏樹 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム 418－201：49．44 246．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，580，800円 複勝： 30，090，600円 枠連： 10，377，300円
馬連： 35，530，300円 馬単： 19，566，600円 ワイド： 22，492，900円
3連複： 51，985，800円 3連単： 66，174，100円 計： 257，798，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 260円 � 210円 � 130円 枠 連（4－5） 4，590円

馬 連 �� 4，920円 馬 単 �� 10，630円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 850円 �� 650円

3 連 複 ��� 5，970円 3 連 単 ��� 52，430円

票 数

単勝票数 計 215808 的中 � 19245（4番人気）
複勝票数 計 300906 的中 � 23348（6番人気）� 31550（4番人気）� 80749（1番人気）
枠連票数 計 103773 的中 （4－5） 1749（22番人気）
馬連票数 計 355303 的中 �� 5589（18番人気）
馬単票数 計 195666 的中 �� 1380（43番人気）
ワイド票数 計 224929 的中 �� 3741（19番人気）�� 6797（7番人気）�� 9170（5番人気）
3連複票数 計 519858 的中 ��� 6527（15番人気）
3連単票数 計 661741 的中 ��� 915（177番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．9―12．7―13．0―12．4―12．5―12．6―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．4―43．1―56．1―1：08．5―1：21．0―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．1
1
3
12，11（5，14）13（4，2，7）10，1（6，15）8，3－9・（12，11，13）（5，14）（6，10）（15，7）（2，8）（1，3）4＝9

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

勝馬の
紹 介

メイショウヒコボシ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Green Desert デビュー 2013．9．17 阪神4着

2011．4．18生 牡4鹿 母 フォーフリーダムス 母母 Shining Eyes 14戦2勝 賞金 21，600，000円
〔制裁〕 キーブランド号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて戒

告。（被害馬：12番）



11055 4月25日 晴 良 （27福島1）第5日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13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
1：45．3
1：43．9

良
良

11 オーラクィーン 牝3芦 54
51 ▲井上 敏樹福島 祐子氏 小島 茂之 新ひだか 岡野牧場 432－141：48．1 136．7�

24 オ フ ビ ー ト 牡3鹿 56 勝浦 正樹松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 450－ 4 〃 ハナ 13．8�
59 イレイション 牡3栗 56 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484 ―1：48．31� 6．6�
48 ノミネーション 牡3黒鹿56 藤岡 康太石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 460＋ 21：48．61� 8．0�
816 デトロイトカフェ 牝3黒鹿54 丸山 元気 Him Rock Racing 斎藤 誠 浦河 小島牧場 450－14 〃 ハナ 8．2�
510 ジ ャ ン ゴ 牡3黒鹿56 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 474－ 61：48．81 106．3	
23 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 494－ 6 〃 クビ 5．2

713 ニシノリコルディ 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 422＋ 41：48．9� 52．2�
36 マイネルプロンプト 牡3黒鹿56 柴田 大知 �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± 01：49．11� 3．5�
47 ハーベストソング 牝3青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 422－ 21：49．2クビ 48．6
815 マウントミッチェル 牡3鹿 56 柴田 善臣阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド 444± 01：49．3� 5．7�
611 マイネルラヴィーン 牡3栗 56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 2 〃 アタマ 112．2�
612 マサノミストレス 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也中村 時子氏 小島 茂之 浦河 笠松牧場 382－121：49．4クビ 82．7�
714 サクラデスティーノ 牡3黒鹿56 横山 典弘�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 西村 和夫 510 ―1：49．61� 26．4�

（サプライズボタン）

12 メモリーユニオン 牡3栗 56 荻野 琢真�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 成隆牧場 472 ―1：50．02� 61．0�
35 マザーアース 牝3鹿 54 西村 太一 �ローレルレーシング 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 424－ 61：52．8大差 151．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，668，600円 複勝： 26，448，500円 枠連： 12，394，200円
馬連： 32，426，900円 馬単： 17，350，600円 ワイド： 19，155，600円
3連複： 43，372，500円 3連単： 59，580，300円 計： 229，397，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，670円 複 勝 � 3，270円 � 360円 � 330円 枠 連（1－2） 5，510円

馬 連 �� 45，520円 馬 単 �� 126，330円

ワ イ ド �� 15，310円 �� 14，800円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 113，340円 3 連 単 ��� 1，234，160円

票 数

単勝票数 計 186686 的中 � 1092（15番人気）
複勝票数 計 264485 的中 � 1830（15番人気）� 20245（7番人気）� 23351（6番人気）
枠連票数 計 123942 的中 （1－2） 1743（18番人気）
馬連票数 計 324269 的中 �� 552（68番人気）
馬単票数 計 173506 的中 �� 103（159番人気）
ワイド票数 計 191556 的中 �� 320（84番人気）�� 331（81番人気）�� 2143（23番人気）
3連複票数 計 433725 的中 ��� 287（205番人気）
3連単票数 計 595803 的中 ��� 35（1675番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．6―12．2―12．2―12．1―12．1―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．7―47．9―1：00．1―1：12．2―1：24．3―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
8，16（7，3）9，1，12（4，13）10（11，14）15，2，6，5・（8，16）9（7，3）1，4，10（12，13）（11，15）6，14，2＝5

2
4

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

勝馬の
紹 介

オーラクィーン �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 Cozzene デビュー 2014．7．19 福島15着

2012．5．7生 牝3芦 母 サンレイククイン 母母 レイクワース 6戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 マイネルプロンプト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マザーアース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月25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。
（非抽選馬） 2頭 シースレス号・モアザンソニック号

11056 4月25日 晴 良 （27福島1）第5日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時45分 （芝・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
1：07．0
1：06．5

良
良

510 エ ル ノ ル テ 牝4鹿 55 藤岡 康太吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：08．6 8．1�
12 ネオヴィクトリア 牝5黒鹿55 川島 信二小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 456－ 4 〃 クビ 11．4�
35 � ムーンフライト 牝4鹿 55 川須 栄彦 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 484＋16 〃 アタマ 28．9�
47 ルネッタアスール 牝6鹿 55 西田雄一郎青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 472－ 41：08．7� 23．8�
59 ダイワベスパー 牝6黒鹿 55

52 ▲木幡 初也大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450－ 41：08．8� 4．4�
11 ラ ド ゥ ガ 牝5鹿 55 的場 勇人�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 450＋ 4 〃 ハナ 32．2	
612 キョウエイボヌール 牝4栗 55 津村 明秀田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 460＋ 4 〃 クビ 22．3

23 タカラジェニファ 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 468± 01：08．9クビ 5．3�
714 ハッピーアビラ 牝6鹿 55

54 ☆松若 風馬馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464－101：09．11� 6．2�
611 ボストンサクラ 牝6黒鹿55 国分 恭介ボストンホース 岩元 市三 浦河 宮内牧場 438－121：09．2	 11．4�
36 � シャトールージュ 牝4栗 55 勝浦 正樹村山 卓也氏 鈴木 伸尋 浦河 荻伏三好フ

アーム 500－ 41：09．3クビ 40．4�
713� シャドウリーフ 牝4栗 55

52 ▲加藤 祥太飯塚 知一氏 勢司 和浩 平取 坂東牧場 428－ 41：09．4� 174．4�
816� アグリデジタル 牝4栗 55 藤懸 貴志アグリRC 坪 憲章 新冠 高橋 忍 408＋ 61：09．5	 147．7�
48 バトルムーングロウ 牝4栗 55 黛 弘人宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 482－ 61：09．6	 9．1�
24 � テ ン テ マ リ 牝4黒鹿55 松田 大作中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 418± 01：09．7	 69．3�
815 ダイワミストレス 牝6黒鹿55 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 474－ 81：09．91� 15．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，727，500円 複勝： 27，059，500円 枠連： 12，253，600円
馬連： 32，449，800円 馬単： 16，899，900円 ワイド： 19，045，500円
3連複： 47，431，300円 3連単： 64，261，300円 計： 237，128，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 300円 � 430円 � 1，250円 枠 連（1－5） 1，350円

馬 連 �� 4，560円 馬 単 �� 8，680円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 4，930円 �� 4，320円

3 連 複 ��� 39，260円 3 連 単 ��� 109，880円

票 数

単勝票数 計 177275 的中 � 17502（4番人気）
複勝票数 計 270595 的中 � 26070（4番人気）� 16631（7番人気）� 5059（13番人気）
枠連票数 計 122536 的中 （1－5） 7009（6番人気）
馬連票数 計 324498 的中 �� 5510（18番人気）
馬単票数 計 168999 的中 �� 1460（35番人気）
ワイド票数 計 190455 的中 �� 3185（18番人気）�� 984（57番人気）�� 1126（55番人気）
3連複票数 計 474313 的中 ��� 906（146番人気）
3連単票数 計 642613 的中 ��� 424（397番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―10．6―11．2―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―33．5―44．7―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F35．1
3 ・（3，5）15（6，8）1（2，10）（7，9，11）－（12，14）16，13－4 4 ・（3，5）（1，6，8）15（2，10）（7，9）11（12，14）－16－13，4

勝馬の
紹 介

エ ル ノ ル テ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Eltish デビュー 2013．6．29 中京1着

2011．2．24生 牝4鹿 母 シーズオールエルティッシュ 母母 Shesabullwinkle 12戦2勝 賞金 16，120，000円
〔制裁〕 ダイワベスパー号の騎手木幡初也は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・14番）



11057 4月25日 晴 良 （27福島1）第5日 第9競走 ��1，150�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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

610 エムエムアリオーン 牡5芦 57 勝浦 正樹ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 山口 義彦 550－ 41：08．9 1．8�
712 ス テ ー キ 牡5栗 57

56 ☆松若 風馬藤田 浩一氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 506± 01：09．32� 5．8�
814 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 518－ 61：09．4� 6．0�
815� ザゲームイズオン 牡6鹿 57 丸田 恭介大塚 亮一氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 492－ 21：09．5� 31．2�
11 � ウインオーラム 牡6栗 57 黛 弘人�ウイン 奥平 雅士 新冠 村上 欽哉 B506－ 91：09．6� 14．9�
47 � イッセキニチョウ 牡6鹿 57 吉田 隼人山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 474＋121：09．81	 78．4	
59 ミラクルピッチ 牝6黒鹿55 丸山 元気松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 土居 忠吉 460＋12 〃 ハナ 28．8

713 サーシスリーフ 牡5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 496－ 41：10．01	 18．3�
46 アタッキングゾーン 
7鹿 57

54 ▲木幡 初也広尾レース� 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 486－181：10．42� 43．2�
35 ペイシャンスゼータ 牝4栗 55 柴田 善臣北所 直人氏 大江原 哲 浦河 大西牧場 476＋ 41：10．71� 127．4
58 タマモエスカルゴ 牝4青鹿 55

52 ▲加藤 祥太タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B466＋ 2 〃 クビ 67．1�
23 サンレイデジタル 牡4黒鹿57 古川 吉洋永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 478－ 41：10．8クビ 16．2�
611� プレシャスベガ 牝4黒鹿55 柴田 大知杉山 忠国氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B448± 01：10．9� 23．7�
22 � アストロフォンテン 牡6鹿 57 伊藤 工真吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 増尾牧場 466－101：11．53� 182．9�
34 プリティーマッハ 牡7芦 57

54 ▲野中悠太郎越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 436－221：11．92� 131．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，180，900円 複勝： 30，313，300円 枠連： 12，849，400円
馬連： 36，755，800円 馬単： 23，543，800円 ワイド： 22，016，700円
3連複： 48，817，500円 3連単： 85，437，600円 計： 281，915，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 150円 枠 連（6－7） 320円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 250円 �� 240円 �� 490円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 2，600円

票 数

単勝票数 計 221809 的中 � 97635（1番人気）
複勝票数 計 303133 的中 � 124343（1番人気）� 35236（3番人気）� 38112（2番人気）
枠連票数 計 128494 的中 （6－7） 30270（1番人気）
馬連票数 計 367558 的中 �� 55484（1番人気）
馬単票数 計 235438 的中 �� 24164（1番人気）
ワイド票数 計 220167 的中 �� 24084（2番人気）�� 24444（1番人気）�� 10077（5番人気）
3連複票数 計 488175 的中 ��� 36802（1番人気）
3連単票数 計 854376 的中 ��� 23798（1番人気）

ハロンタイム 9．6―11．0―11．4―12．1―12．2―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．6―32．0―44．1―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エムエムアリオーン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．10．21 東京1着

2010．5．14生 牡5芦 母 ランディスティニー 母母 キャロットウイン 10戦3勝 賞金 31，690，000円
※出走取消馬 ハギノソフィア号（疾病〔感冒〕のため）

11058 4月25日 晴 良 （27福島1）第5日 第10競走 ��
��1，200�

ふしおがみ

伏 拝 特 別
発走14時50分 （芝・右）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

24 ハイベストバイオ 牡4黒鹿57 古川 吉洋バイオ� 梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 532－ 41：08．5 4．9�

47 � セルリアンシュロス 牡4青鹿57 国分 恭介�イクタ 福島 信晴 新冠 村本牧場 480－ 81：08．6	 23．1�
713 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 478－ 41：08．7	 4．6�
815 リュクサンブール 牡4鹿 57 田中 勝春村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 クビ 17．5�
12 クリノコマチ 牝4栗 55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 444－ 41：08．8クビ 3．3	
612 ハプスブルク 牡5鹿 57 長岡 禎仁片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 454＋ 61：09．01
 29．0

11 エスユーハリケーン �5鹿 57 丹内 祐次楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 472－10 〃 クビ 15．9�
59 フィボナッチ 牡5鹿 57 横山 典弘水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 478± 0 〃 ハナ 10．0�
714 ダイワカリエンテ 牝6栗 55 木幡 初也大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 454－ 21：09．21
 76．9
611 ユキノラムセス 牡8栗 57 西田雄一郎井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 21：09．3	 12．3�
35 � サンライズテナンゴ 牡5芦 57 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 472± 01：09．4	 42．3�
23 タガノアップ 牝4鹿 55 武 幸四郎八木 良司氏 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 432＋241：09．5� 51．7�
816 サウスノーブル 牝7鹿 55 津村 明秀南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 502± 01：09．71
 176．5�
36 ヨッテウタッテ 牝4鹿 55 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 中地 康弘 468＋ 4 〃 アタマ 15．5�
48 � 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± 01：10．02 33．9�
510� バシニアティヴ 牝5栗 55 川島 信二石橋 英郎氏 高橋 義博 洞湖 メジロ牧場 430＋ 41：10．21
 190．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，403，700円 複勝： 33，440，100円 枠連： 17，457，000円
馬連： 55，747，500円 馬単： 30，120，600円 ワイド： 31，281，300円
3連複： 79，974，400円 3連単： 114，782，300円 計： 387，206，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 480円 � 180円 枠 連（2－4） 3，080円

馬 連 �� 5，920円 馬 単 �� 9，540円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 770円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 11，000円 3 連 単 ��� 64，710円

票 数

単勝票数 計 244037 的中 � 39429（3番人気）
複勝票数 計 334401 的中 � 45291（3番人気）� 14338（9番人気）� 55323（2番人気）
枠連票数 計 174570 的中 （2－4） 4382（15番人気）
馬連票数 計 557475 的中 �� 7286（25番人気）
馬単票数 計 301206 的中 �� 2366（37番人気）
ワイド票数 計 312813 的中 �� 3762（25番人気）�� 10876（5番人気）�� 4167（24番人気）
3連複票数 計 799744 的中 ��� 5450（36番人気）
3連単票数 計1147823 的中 ��� 1286（198番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．1―11．5―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．0―45．5―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．5
3 ・（4，14）（7，15）（2，9，13）11（1，5）（3，6）－12，16－10－8 4 4，14（7，15）（2，9，13，11）（1，5）（3，6）12，16－10－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハイベストバイオ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Dynaformer デビュー 2013．8．3 函館2着

2011．1．16生 牡4黒鹿 母 ダイナズクラブ 母母 Dancey Kate 16戦2勝 賞金 24，228，000円
〔制裁〕 クリノコマチ号の騎手宮崎北斗は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。

ハイベストバイオ号の騎手古川吉洋は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コスモマイルール号



11059 4月25日 晴 良 （27福島1）第5日 第11競走 ��
��1，800�第12回福島牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
牝，4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：53�，収得賞金
1，600万円毎1�増，�：55�，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）

福島県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

36 スイートサルサ 牝5栗 54 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 468± 01：46．0 7．4�
612 リラヴァティ 牝4黒鹿53 丸山 元気 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450－12 〃 クビ 15．2�
11 メイショウスザンナ 牝6鹿 54 松田 大作松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 B472＋141：46．1	 69．9�
714 マイネグレヴィル 牝4鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 6 〃 クビ 23．8	
48 ミ ナ レ ッ ト 牝5鹿 54 吉田 隼人�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 480－ 61：46．2クビ 71．3

713 アルマディヴァン 牝5栗 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 476－ 6 〃 ハナ 13．9�
816 パワースポット 牝7鹿 54 横山 典弘�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 460－181：46．3
 4．6�
24 フィロパトール 牝6鹿 54 津村 明秀髙橋 貴士氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 470－ 8 〃 クビ 18．9
23 ウエスタンメルシー 牝4鹿 54 丸田 恭介西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 460－ 41：46．4
 12．6�
35 ケイティバローズ 牝5鹿 53 古川 吉洋猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 B494＋ 2 〃 クビ 9．2�
12 ブランネージュ 牝4鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 466± 0 〃 アタマ 4．6�
59 バ ー バ ラ 牝6黒鹿54 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 432－121：46．5クビ 144．9�
510� グレイスフラワー 牝6青鹿54 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 462－121：46．6	 9．4�
815 シャイニーガール 牝4鹿 54 国分 恭介小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 478－ 41：47．02
 104．0�
611 ペイシャフェリス 牝4鹿 54 川島 信二北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 432－ 81：47．53 13．9�
47 オメガハートロック 牝4黒鹿54 石橋 脩原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 454－101：47．6	 22．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 90，728，400円 複勝： 150，767，900円 枠連： 72，361，600円
馬連： 351，201，800円 馬単： 136，116，800円 ワイド： 162，809，000円
3連複： 577，575，400円 3連単： 794，463，300円 計： 2，336，024，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 330円 � 510円 � 1，860円 枠 連（3－6） 1，520円

馬 連 �� 6，490円 馬 単 �� 11，670円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 9，530円 �� 16，700円

3 連 複 ��� 153，060円 3 連 単 ��� 599，360円

票 数

単勝票数 計 907284 的中 � 97650（3番人気）
複勝票数 計1507679 的中 � 133609（3番人気）� 78027（10番人気）� 19070（14番人気）
枠連票数 計 723616 的中 （3－6） 36724（6番人気）
馬連票数 計3512018 的中 �� 41879（29番人気）
馬単票数 計1361168 的中 �� 8746（51番人気）
ワイド票数 計1628090 的中 �� 20176（28番人気）�� 4374（73番人気）�� 2488（93番人気）
3連複票数 計5775754 的中 ��� 2830（304番人気）
3連単票数 計7944633 的中 ��� 961（1485番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―12．2―12．0―11．8―11．7―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．1―34．6―46．8―58．8―1：10．6―1：22．3―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スイートサルサ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Grand Lodge デビュー 2012．11．4 東京3着

2010．3．15生 牝5栗 母 スイートハビタット 母母 Lindesberg 16戦5勝 賞金 135，142，000円
〔制裁〕 メイショウスザンナ号の騎手松田大作は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番・

13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。
（非抽選馬） 3頭 ハピネスダンサー号・ブリュネット号・リメインサイレント号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりスイートサルサ号は，ヴィクトリアマイル（GⅠ）競走に優先出走できる。

11060 4月25日 晴 良 （27福島1）第5日 第12競走 ��
��1，700�

よ ね ざ わ

米 沢 特 別
発走16時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，26．4．26以降27．4．19まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

58 ダテノハクトラ 牡4芦 54 柴田 善臣河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 482－ 21：46．2 6．9�
713 ハコダテナイト 牡5栗 57 石橋 脩河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 502± 01：46．3� 4．1�
611� トーセンゴージャス 牡5黒鹿54 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 81：46．72� 49．3�
11 アクションバイオ 牡5黒鹿56 勝浦 正樹バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 494＋ 41：46．8	 4．3�
47 ハヤブサペコチャン 牝5栗 51 丸田 恭介武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B468＋ 41：47．01
 27．4	
610 マルカロゼッタ 牡4栗 52 荻野 琢真日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 504＋ 81：47．1� 72．1

59 ザ マ ン ダ 牝4青鹿52 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 502＋ 21：47．52� 10．8�
22 バサラヴォーグ 牡6芦 53 柴田 大知湊 義明氏 和田 雄二 浦河 村下牧場 466－12 〃 アタマ 50．7�
815 ワイルドコットン 牡4栗 55 吉田 隼人池谷 誠一氏 萩原 清 日高 下河辺牧場 508＋ 61：47．6クビ 6．5
46 � サリレモンド 牡4栗 54 川須 栄彦�ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

514＋ 6 〃 クビ 36．5�
23 マコトグロズヌイ 牡4芦 55 藤岡 康太�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 518－ 41：47．91	 7．7�
34 オウケンゴールド 牡4栃栗54 松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B476－ 41：48．0� 14．5�
814 パワースラッガー 牡4鹿 54 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 480± 01：48．21
 57．4�
712 ニシノシュロ 牝4青鹿52 国分 恭介西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 498＋ 21：48．94 33．2�
35 カウニスクッカ 牝4鹿 52 伊藤 工真大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 462－ 41：49．32� 36．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，433，700円 複勝： 46，670，700円 枠連： 23，440，600円
馬連： 80，029，400円 馬単： 37，829，100円 ワイド： 43，360，700円
3連複： 106，827，500円 3連単： 156，759，900円 計： 527，351，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 220円 � 180円 � 1，040円 枠 連（5－7） 880円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 600円 �� 3，980円 �� 3，020円

3 連 複 ��� 18，330円 3 連 単 ��� 73，130円

票 数

単勝票数 計 324337 的中 � 37345（4番人気）
複勝票数 計 466707 的中 � 57991（3番人気）� 82107（1番人気）� 8801（12番人気）
枠連票数 計 234406 的中 （5－7） 20541（1番人気）
馬連票数 計 800294 的中 �� 40866（3番人気）
馬単票数 計 378291 的中 �� 10172（5番人気）
ワイド票数 計 433607 的中 �� 20016（3番人気）�� 2691（46番人気）�� 3566（28番人気）
3連複票数 計1068275 的中 ��� 4370（48番人気）
3連単票数 計1567599 的中 ��� 1554（220番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―11．4―12．3―12．6―12．9―12．9―13．0―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．3―41．6―54．2―1：07．1―1：20．0―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．1
1
3
1，5，7－3（6，9，12）8（4，14）（11，15）10－13，2
1（5，7，12）（3，6，9，8）（10，11）（4，14）（2，15）13

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

勝馬の
紹 介

ダテノハクトラ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．27 京都6着

2011．4．19生 牡4芦 母 ゴールデンページ 母母 ゴールデンリッカ 13戦3勝 賞金 36，255，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アースコネクター号・キングスクルーザー号・サンライズベーダー号・シングンカイロス号・スリープレシャス号・

セルリアンサーロス号・ブルーボサノヴァ号



（27福島1）第5日 4月25日（土曜日） 晴 馬場 （芝B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

227，630，000円
6，980，000円
2，100，000円
20，670，000円
66，943，500円
6，659，600円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
307，644，500円
458，674，700円
207，698，800円
754，496，600円
367，027，700円
401，748，200円
1，148，856，000円
1，617，436，600円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，263，583，100円

総入場人員 10，180名 （有料入場人員 8，572名）
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