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11013 4月10日 晴 稍重 （28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

713 トウケイワラウカド 牡3鹿 56 北村 友一木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 466－ 61：48．6 2．4�

11 トウシンタイガー 牡3鹿 56 松若 風馬�サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 512－ 21：48．81� 2．4�
59 エドノマツオー 牡3栗 56 的場 勇人遠藤 喜松氏 的場 均 新ひだか 沖田 忠幸 480＋ 21：49．33 9．0�
712 ベルウッドタマド 牡3鹿 56 宮崎 北斗鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 474＋ 4 〃 クビ 15．2�
47 キホンハシコ 牝3鹿 54 黛 弘人芳賀 克也氏 鈴木 伸尋 新ひだか カタオカステーブル 468＋ 41：50．47 23．5�
610 タネホカホカ 牡3栗 56 西村 太一	ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか キヨタケ牧場 462＋ 41：50．5� 39．9

46 クインズマーキュリ 牡3栗 56 岩田 康誠 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 新ひだか 三石川上牧場 474 ―1：50．92� 9．9�
22 ノーブルブラック 牝3黒鹿54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 日高 北田 剛 414－141：51．11� 67．7�
815 ソロモンノユビワ 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 458－ 81：51．41� 347．1
34 ビクトリアシップ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也ライオンレースホース� 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 446＋ 2 〃 クビ 60．2�
35 ヒ パ ヒ パ 牡3鹿 56 丹内 祐次�錦岡牧場 星野 忍 新冠 錦岡牧場 506－101：52．57 244．2�
611 ビッグオーラ 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 482－ 81：52．6クビ 29．7�
58 ブレイヴドラゴン 牡3黒鹿56 伊藤 工真窪田 芳郎氏 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 B486－101：53．45 101．0�
814 ロンシャンドリーム 牡3青鹿56 杉原 誠人ライオンレースホース� 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 420＋101：53．5� 112．4�
23 デオグラシアス 牡3芦 56

53 ▲原田 和真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 492 ―1：55．09 168．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，320，500円 複勝： 18，262，200円 枠連： 9，706，800円
馬連： 31，387，000円 馬単： 17，762，000円 ワイド： 18，664，600円
3連複： 45，996，600円 3連単： 63，939，500円 計： 220，039，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（1－7） 260円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 150円 �� 280円 �� 350円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 1，960円

票 数

単勝票数 計 143205 的中 � 46507（1番人気）
複勝票数 計 182622 的中 � 51291（1番人気）� 47666（2番人気）� 19499（3番人気）
枠連票数 計 97068 的中 （1－7） 28253（1番人気）
馬連票数 計 313870 的中 �� 79382（1番人気）
馬単票数 計 177620 的中 �� 21333（1番人気）
ワイド票数 計 186646 的中 �� 38523（1番人気）�� 15301（2番人気）�� 11341（3番人気）
3連複票数 計 459966 的中 ��� 62369（1番人気）
3連単票数 計 639395 的中 ��� 23648（1番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．3―13．2―13．3―13．0―12．6―12．7―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．7―43．9―57．2―1：10．2―1：22．8―1：35．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トウケイワラウカド �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 Jade Robbery デビュー 2015．10．17 京都4着

2013．2．22生 牡3鹿 母 アイスダンス 母母 Idrica 7戦1勝 賞金 12，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デオグラシアス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月10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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アウズ号・ウインピアチェーレ号・コマノグランデ号・トウショウシェル号・パルトネルラーフ号・

ボーナスチャンス号・ヤマタケジャイアン号

11014 4月10日 晴 良 （28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

47 ワイエムデマクール 牡3栗 56 岩田 康誠�サンライズ 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 468＋ 61：10．0 18．4�

611 ラ ン ポ ル テ 牝3芦 54 吉田 隼人平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 水丸牧場 462＋20 〃 クビ 12．5�
23 キープサニーハート 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹堀口 晴男氏 蛯名 利弘 浦河 丸村村下
ファーム 462－ 8 〃 アタマ 40．1�

510 ミライヘノサイン 牝3鹿 54
51 ▲木幡 初也田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 シンユウフアーム 424－221：10．1クビ 10．2�

35 ウォータースイング 牝3鹿 54 北村 友一山岡 良一氏 �島 一歩 浦河 畔高牧場 436 ― 〃 アタマ 153．5�
59 フレンチジェンヌ 牝3栗 54

52 △長岡 禎仁草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 452 ―1：10．2� 55．4	
816 エイシンキラウエア 牝3栗 54 丸山 元気
栄進堂 坂口 正則 新ひだか 城地 清満 446－221：10．3クビ 47．5�
24 カシノクロエ 牝3鹿 54 黛 弘人柏木 務氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ

アーム 444＋14 〃 ハナ 11．7�
12 ニシノオウレイ 牝3黒鹿54 丹内 祐次西山 茂行氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 512－ 41：10．51� 84．3
36 タニマサガール 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 412－ 41：10．71� 21．8�
713 ベ ル ロ ッ ク �3鹿 56

55 ☆�島 克駿 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 524± 01：10．8� 3．0�
11 ブライテストムーン 牝3黒鹿54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 384－12 〃 クビ 8．1�
48 ライオットストーム 牡3青鹿56 丸田 恭介西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 466 ―1：10．9クビ 71．3�
714 クレイジーインラヴ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子藤本 幸雄氏 南田美知雄 日高 藤本 直弘 418－ 21：11．11� 9．3�
612 ブリスフルタイム 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 クビ 4．3�
815 ベニバナミント 牝3鹿 54

52 △伴 啓太ベニバナ組合 田島 俊明 浦河 村下農場 394 ―1：12．37 292．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，176，800円 複勝： 22，811，800円 枠連： 9，779，500円
馬連： 32，563，800円 馬単： 17，641，200円 ワイド： 20，622，100円
3連複： 45，244，000円 3連単： 54，046，200円 計： 218，885，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 420円 � 370円 � 1，020円 枠 連（4－6） 1，880円

馬 連 �� 7，350円 馬 単 �� 15，710円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 5，730円 �� 7，470円

3 連 複 ��� 112，730円 3 連 単 ��� 783，660円

票 数

単勝票数 計 161768 的中 � 7027（8番人気）
複勝票数 計 228118 的中 � 14884（7番人気）� 17011（5番人気）� 5398（10番人気）
枠連票数 計 97795 的中 （4－6） 4013（9番人気）
馬連票数 計 325638 的中 �� 3431（27番人気）
馬単票数 計 176412 的中 �� 842（59番人気）
ワイド票数 計 206221 的中 �� 2386（29番人気）�� 924（49番人気）�� 706（51番人気）
3連複票数 計 452440 的中 ��� 301（226番人気）
3連単票数 計 540462 的中 ��� 50（1323番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．0―11．6―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．7―45．3―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．3
3 9，16（1，13，6，14，12）3，2，10－11，7，5，4－8，15 4 9，16（6，14，12）1（2，13，3）10，7（5，11）4－8＝15
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ワイエムデマクール �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．8．16 小倉4着

2013．4．4生 牡3栗 母 バクシンスクリーン 母母 サンデースクリーン 3戦1勝 賞金 6，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジャストセーブラブ号
（非抽選馬） 2頭 オプティマスローズ号・コドウ号

第１回 福島競馬 第２日



11015 4月10日 晴 稍重 （28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

611 エバーキュート 牝4栗 55 田中 勝春宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 444＋ 41：47．7 27．5�
712 マイティーハニー 牝4芦 55 黛 弘人 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 492－161：47．8� 5．0�
814 エンドレストライ 牝5黒鹿 55

53 △長岡 禎仁飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 480－ 21：47．9クビ 22．9�
610 コマノサラサ 牝4栗 55

53 △加藤 祥太長谷川芳信氏 庄野 靖志 新ひだか 西川富岡牧場 466＋ 21：48．0� 3．8�
22 シャンタルエット 牝4鹿 55 松若 風馬 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 472－ 41：49．06 23．4�
35 モアニレフア 牝4青鹿 55

52 ▲木幡 初也北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 432＋ 21：49．1� 170．6	
59 ガラドリエル 牝4栗 55 吉田 隼人
ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 500＋ 61：49．2� 11．9�
11 アイヅラブリー 牝5鹿 55 丹内 祐次真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 476＋ 21：49．3� 254．3�
815 クイーンズターフ 牝4青鹿55 岩田 康誠合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 442－ 21：49．4クビ 2．2
34 コンコルダンス 牝4芦 55 杉原 誠人 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 510＋141：50．03� 53．1�
58 ノーブルガイア 牝7黒鹿55 丸田 恭介菅波立知子氏 土田 稔 日高 富川田中牧場 454＋ 41：50．1� 169．8�
713 マッカナバラ 牝4芦 55 北村 友一
協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 448＋ 21：50．2クビ 35．8�
47 ナイトブルーミング 牝6芦 55

52 ▲藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 466－ 41：50．3� 16．4�
23 シンキングジョリー 牝4鹿 55 勝浦 正樹野谷 美千氏 田島 俊明 新冠 浜口牧場 492± 01：51．25 94．8�
46 � メイショウウケヅキ 牝5鹿 55 川須 栄彦松本 好雄氏 松下 武士 浦河 赤田牧場 464－ 21：52．47 203．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，460，200円 複勝： 30，826，200円 枠連： 11，208，500円
馬連： 40，674，700円 馬単： 23，046，400円 ワイド： 25，531，000円
3連複： 58，484，700円 3連単： 75，790，600円 計： 289，022，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，750円 複 勝 � 740円 � 240円 � 460円 枠 連（6－7） 1，220円

馬 連 �� 6，980円 馬 単 �� 16，410円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 5，880円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 29，570円 3 連 単 ��� 180，150円

票 数

単勝票数 計 234602 的中 � 6814（8番人気）
複勝票数 計 308262 的中 � 9744（8番人気）� 40012（3番人気）� 16890（6番人気）
枠連票数 計 112085 的中 （6－7） 7090（4番人気）
馬連票数 計 406747 的中 �� 4515（21番人気）
馬単票数 計 230464 的中 �� 1053（48番人気）
ワイド票数 計 255310 的中 �� 3427（21番人気）�� 1094（45番人気）�� 4940（13番人気）
3連複票数 計 584847 的中 ��� 1483（73番人気）
3連単票数 計 757906 的中 ��� 305（427番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．8―12．3―12．4―12．5―13．0―13．2―14．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．3―42．6―55．0―1：07．5―1：20．5―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エバーキュート �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．10．11 東京4着

2012．4．22生 牝4栗 母 フレジェール 母母 スキーパラダイス 12戦2勝 賞金 18，470，000円
〔騎手変更〕 コマノサラサ号の騎手横山典弘は，第3回中山競馬第5日第5競走での落馬負傷のため加藤祥太に変更。
〔制裁〕 モアニレフア号の騎手木幡初也は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）

シャンタルエット号の騎手松若風馬は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

11016 4月10日 晴 良 （28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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム2：57．4良

46 � トゥールモンド �6栗 60 上野 翔 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael
Verspieren 472－ 62：59．6 5．1�

57 スズカプレスト 牡4鹿 59 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 446＋ 6 〃 クビ 66．5�
45 シゲルヒノクニ 牡4栗 59 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 504＋ 22：59．92 7．7�
11 スマートギア 牡11栗 60

57 ▲原田 和真岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新冠 大栄牧場 472± 03：00．53	 2．4�
58 トーセンメリッサ 牝4青 57 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 450－123：00．92	 25．8	
22 サウスビクトル 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 476－ 23：01．85 3．8

610 ニシノファブレッド 牡8鹿 60 浜野谷憲尚福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 B494－ 63：02．43	 32．3�
33 トウカイバレット 牡4黒鹿59 高田 潤内村 正則氏 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 482－103：03．14 20．0�
69 ワンダーアベニール 牡6鹿 60 西谷 誠山本 信行氏 小崎 憲 浦河 荻伏三好フ

アーム 502＋ 23：03．2	 52．7
711 テイエムオドロキ 牝5栗 58 小坂 忠士竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 460－103：03．52 29．2�
813� シンクヴェトリル 牡7鹿 60 石神 深一�ノースヒルズ 和田 正道 米 Boyd

Browning 568＋ 43：08．4大差 36．3�
814 サリーシャッセ 牝4栗 57 江田 勇亮黒須不二男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 木村 秀則 508± 03：08．61
 283．1�
34 マサノジュエリー 牝5鹿 58 佐久間寛志猪野毛雅人氏 加藤 敬二 浦河 馬道 繁樹 478－ 43：08．91� 168．6�
712� シュトラール 牡6鹿 60 山本 康志前田 幸治氏 武藤 善則 米 Machmer

Hall 488＋123：13．6大差 26．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 13，978，200円 複勝： 16，788，400円 枠連： 10，428，900円
馬連： 24，492，100円 馬単： 15，413，000円 ワイド： 15，046，300円
3連複： 38，067，800円 3連単： 56，284，800円 計： 190，499，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 1，100円 � 240円 枠 連（4－5） 2，110円

馬 連 �� 13，060円 馬 単 �� 23，440円

ワ イ ド �� 3，690円 �� 570円 �� 4，710円

3 連 複 ��� 21，330円 3 連 単 ��� 138，790円

票 数

単勝票数 計 139782 的中 � 21603（3番人気）
複勝票数 計 167884 的中 � 26003（3番人気）� 3093（12番人気）� 19772（4番人気）
枠連票数 計 104289 的中 （4－5） 3827（7番人気）
馬連票数 計 244921 的中 �� 1453（35番人気）
馬単票数 計 154130 的中 �� 493（68番人気）
ワイド票数 計 150463 的中 �� 1010（37番人気）�� 7289（6番人気）�� 787（42番人気）
3連複票数 計 380678 的中 ��� 1338（59番人気）
3連単票数 計 562848 的中 ��� 294（348番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 51．7－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�トゥールモンド �
�
父 Muhtathir �

�
母父 Intikhab デビュー 2012．9．23 中山3着

2010．3．27生 �6栗 母 Toupie 母母 Turpitude 障害：2戦1勝 賞金 10，500，000円
〔騎手変更〕 シンクヴェトリル号の騎手高野和馬は，第1日第5競走での落馬負傷のため石神深一に変更。
〔発走状況〕 トウカイバレット号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※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 エンパイアサンデー号・サーシスリーフ号



11017 4月10日 晴 良 （28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

59 ケイエスフェアリー 牝3黒鹿 54
52 △伴 啓太キヨシサービス� 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 474± 01：09．4 6．3�

815 コスモバード 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 池上 昌和 日高 中前牧場 492± 01：09．93 5．8�
816� ラカリフォルニー 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 和美氏 木村 哲也 英 Carmel Stud 478－ 41：10．0� 2．6�
11 タツデンコーセッカ 牝3栗 54 北村 友一鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 468 ―1：10．21� 13．7�
47 オーディンローズ 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 468－ 61：10．3� 4．7�
36 カシノライセンス 	3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 奥山 博 412＋ 61：10．4� 103．9	
24 オーゴンワンダー 牝3黒鹿 54

53 ☆中井 裕二永田さなえ氏 小野 次郎 新冠 中本牧場 408－ 21：10．71� 53．7

611 シ ョ コ ラ 牝3栗 54 西村 太一�ミルファーム 蛯名 利弘 日高 シンボリ牧場 446＋ 21：10．91
 21．8�
713 タガノバレリーナ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 504± 01：11．0クビ 32．9

12 リリーウェントス 牝3芦 54
51 ▲木幡 初也�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 428－ 4 〃 ハナ 136．9�
612 フェイマスアゲン 牝3栗 54 丹内 祐次浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 日高 藤本ファーム 446－12 〃 クビ 165．7�
48 クラウンネロ 牡3鹿 56 黛 弘人�クラウン 蛯名 利弘 新冠 赤石 久夫 460－ 21：11．32 13．0�
23 シゲルメジロ 牡3黒鹿56 丸田 恭介森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 漆原 武男 442＋ 21：11．4クビ 31．7�
35 エイシンピクシー 牝3栗 54 丸山 元気�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 418－10 〃 ハナ 91．4�
510 フェアリーフォース 牝3鹿 54

52 △加藤 祥太上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 396－161：11．61
 53．5�
714 スリーパール 牝3黒鹿 54

52 △長岡 禎仁永井商事� 柄崎 孝 新ひだか 武 牧場 440＋101：12．98 218．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，905，800円 複勝： 23，323，600円 枠連： 12，603，700円
馬連： 32，212，500円 馬単： 17，489，300円 ワイド： 21，377，000円
3連複： 45，725，200円 3連単： 58，333，600円 計： 228，970，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 150円 � 170円 � 140円 枠 連（5－8） 580円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 580円 �� 550円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 14，540円

票 数

単勝票数 計 179058 的中 � 22702（4番人気）
複勝票数 計 233236 的中 � 42354（2番人気）� 32312（4番人気）� 45056（1番人気）
枠連票数 計 126037 的中 （5－8） 16628（2番人気）
馬連票数 計 322125 的中 �� 14724（6番人気）
馬単票数 計 174893 的中 �� 3943（12番人気）
ワイド票数 計 213770 的中 �� 9114（6番人気）�� 9566（5番人気）�� 17097（1番人気）
3連複票数 計 457252 的中 ��� 15438（3番人気）
3連単票数 計 583336 的中 ��� 2907（26番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．0―11．7―11．5―12．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイエスフェアリー �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．10．31 東京8着

2013．4．3生 牝3黒鹿 母 ケイエスアカリ 母母 ダービーラブリネス 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーパール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月10日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヤマニンモナムール号
（非抽選馬） 9頭 アカデミア号・インジャスティス号・カゼノシッポ号・グラミスキャッスル号・クールマギー号・

コーディネーター号・ドエライナー号・ナスノフラッシュ号・ヒマラヤキンラン号

11018 4月10日 晴 稍重 （28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

612 マイティジャック 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 444＋ 61：10．6 3．6�

611 サンダーバトル 牝3黒鹿54 岩田 康誠吉田喜代司氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 442－ 8 〃 クビ 11．8�
59 モズワッショイ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 406＋ 21：10．7クビ 3．6�
714 ジツリキヤシャ 牝3栗 54 松若 風馬河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 434＋ 41：10．91� 33．7�
713 ジ ャ カ 牡3芦 56 丸田 恭介�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 444 ― 〃 ハナ 29．1	
48 フ ュ テ ー ル 牡3青鹿 56

53 ▲木幡 初也落合 幸弘氏 矢野 英一 日高 山際 辰夫 502－ 41：11．43 2．3

23 エイシンニバリキ 牡3栗 56 �島 良太�栄進堂 川村 禎彦 浦河 川越ファーム 476－ 8 〃 クビ 54．1�
510 イナフイズイナフ 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 522＋121：11．61� 20．8�
11 ゼンノリボーン 牡3栗 56 北村 友一大迫久美子氏 飯田 祐史 新冠 村上 欽哉 502 ―1：11．81� 43．3
815 ゴールデンリバー 牡3栗 56

54 △伴 啓太河越 武治氏 作田 誠二 新冠 村上 欽哉 416± 01：11．9クビ 239．1�
12 ラストブライトネス 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 61：12．32� 93．2�
35 リトルオーラ 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 巧也西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 中田 浩美 384 ―1：12．62 141．7�
47 コーラルバード 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真�本桐牧場 池上 昌弘 新ひだか 本桐牧場 424＋ 21：12．7� 94．5�
36 レオソフィア 牝3芦 54

52 △加藤 祥太�レオ 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 438＋ 21：13．01� 158．5�
24 ヴァロンダンス 牝3栗 54 横山 和生島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 428－101：13．21 238．4�
816 ゴールドアラシ 牡3黒鹿56 大庭 和弥 �ゴールドレーシング 勢司 和浩 日高 豊郷牧場 484 ―1：15．0大差 141．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，072，900円 複勝： 20，318，100円 枠連： 10，417，800円
馬連： 35，220，600円 馬単： 20，622，900円 ワイド： 20，797，700円
3連複： 44，329，700円 3連単： 67，394，300円 計： 240，174，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 230円 � 160円 枠 連（6－6） 2，160円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 570円 �� 390円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 12，880円

票 数

単勝票数 計 210729 的中 � 45968（2番人気）
複勝票数 計 203181 的中 � 47926（2番人気）� 18184（4番人気）� 34223（3番人気）
枠連票数 計 104178 的中 （6－6） 3732（7番人気）
馬連票数 計 352206 的中 �� 14166（5番人気）
馬単票数 計 206229 的中 �� 4673（9番人気）
ワイド票数 計 207977 的中 �� 9208（6番人気）�� 14617（4番人気）�� 6686（7番人気）
3連複票数 計 443297 的中 ��� 14337（6番人気）
3連単票数 計 673943 的中 ��� 3792（28番人気）

ハロンタイム 9．6―10．9―11．3―12．2―12．9―13．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．5―31．8―44．0―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F38．8
3 ・（9，10，12）14（8，13）（7，11）（6，3）15－1，2＝5－4＝16 4 ・（9，10，12）14（8，13）11，3，7（6，15）－1，2＝5－4＝16

勝馬の
紹 介

マイティジャック �
�
父 ノボジャック �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2015．10．31 東京15着

2013．2．28生 牡3黒鹿 母 ア ム ネ リ ス 母母 ロンシャンオペラ 5戦1勝 賞金 6，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドアラシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月10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 クインズネプチュン号



11019 4月10日 晴 良 （28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

713 カルヴァリオ �3鹿 56 吉田 隼人 �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＋ 41：48．3 2．0�

35 オールドクラシック 牡3青鹿 56
53 ▲坂井 瑠星�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486＋101：48．62 16．2�

510 キークラッカー 牡3鹿 56 柴田 大知北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 496＋ 41：49．02� 11．3�
12 デ ィ ク タ ム 牡3鹿 56 勝浦 正樹吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 466－ 41：49．53 9．5�
23 ジュントップヒトミ 牝3鹿 54 津村 明秀河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 466 ―1：49．6� 38．2	
24 ワンショットキラー 牡3青鹿56 田中 勝春外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 482 ―1：49．7� 11．4

816 クラシカルチュチュ 牝3青鹿 54

53 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 470＋10 〃 アタマ 26．3�
11 マーズアタック 牝3栗 54 嶋田 純次島川 �哉氏 成島 英春 浦河 バンブー牧場 444－141：50．12� 31．7
59 コアコンピタンス 牡3鹿 56 松若 風馬 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム B504－ 21：50．2� 4．5�
36 ユ メ ミ ラ イ 牝3黒鹿54 岩田 康誠林 正道氏 斎藤 誠 浦河 �川 啓一 504＋121：50．51� 49．8�
815 メイショウカネミツ 牡3鹿 56 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 484－ 41：50．6� 90．3�
47 ロ グ ラ イ ン 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 41：50．7� 226．0�

611 トリデカゴン 牡3青鹿56 竹之下智昭一村 哲也氏 高橋 義忠 浦河 ガーベラパー
クスタツド 484± 01：51．23 20．3�

48 デルマタスケ 牡3芦 56 横山 和生浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 460 ―1：51．41� 77．2�
612 スリーベアハート 牡3鹿 56 森 一馬永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 484 ―1：51．61� 185．7�
714 ア リ エ �3鹿 56 �島 良太林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 474＋10 〃 アタマ 222．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，778，300円 複勝： 27，898，100円 枠連： 11，447，500円
馬連： 34，725，700円 馬単： 20，304，400円 ワイド： 21，360，600円
3連複： 44，683，500円 3連単： 66，245，700円 計： 249，443，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 270円 � 290円 枠 連（3－7） 1，410円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 640円 �� 540円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 5，510円 3 連 単 ��� 19，810円

票 数

単勝票数 計 227783 的中 � 88682（1番人気）
複勝票数 計 278981 的中 � 71159（1番人気）� 22201（5番人気）� 20882（6番人気）
枠連票数 計 114475 的中 （3－7） 6291（6番人気）
馬連票数 計 347257 的中 �� 17402（5番人気）
馬単票数 計 203044 的中 �� 7301（5番人気）
ワイド票数 計 213606 的中 �� 8692（6番人気）�� 10664（3番人気）�� 2360（25番人気）
3連複票数 計 446835 的中 ��� 6082（15番人気）
3連単票数 計 662457 的中 ��� 2424（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．3―48．6―1：00．6―1：12．3―1：24．2―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F36．0
1
3
10，13（6，5，9，15）－1，4（2，12，14）7，16，3，8－11・（10，13）（6，5，9）－（1，15）－（4，16）2（7，14，3）－12（8，11）

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

勝馬の
紹 介

カルヴァリオ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー 2016．2．7 東京2着

2013．3．30生 �3鹿 母 オークルーム 母母 クアドリフォリオ 3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔騎手変更〕 ディクタム号の騎手横山典弘は，第3回中山競馬第5日第5競走での落馬負傷のため勝浦正樹に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スカイムーヴァー号・ニシノジェニー号
（非抽選馬） 3頭 キョウエイレグナム号・デンコウセドナ号・パールオブウエスト号

11020 4月10日 曇 良 （28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

12 レッドカノーヴァ 牡4黒鹿57 横山 和生 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ
ファーム 476± 02：01．2 30．2�

36 コーラルタワー 牡6黒鹿 57
55 △長岡 禎仁田和 廣通氏 竹内 正洋 新ひだか 鳥谷 勝彦 456＋ 62：01．3� 23．7�

23 マコトギンスバーグ 牡4鹿 57
54 ▲野中悠太郎�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 456± 0 〃 クビ 3．2�

48 ラウレアブルーム 牡4鹿 57 藤懸 貴志横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 490－ 22：01．4クビ 3．9�
59 マイネルフレスコ 牡5栗 57

54 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 42：01．61� 15．6�

612 マイネルスパーブ 牡7鹿 57
55 △井上 敏樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 468± 0 〃 ハナ 11．0	
11 マサノマリリン 牝5黒鹿 55

52 ▲原田 和真中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 466± 02：01．7� 8．5

510� ウィステリアメジロ 牝5黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子水谷 昌晃氏 日吉 正和 洞�湖 レイクヴィラファーム 476－ 2 〃 クビ 12．7�
815 レッドファルダ 牡4栗 57 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 22：01．91� 23．2�
611 ニシノカザブエ 牝5黒鹿 55

52 ▲森 裕太朗西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 408－ 42：02．32� 100．1
24 ウインティアラ 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 424＋ 62：02．4� 16．3�
713� マンハッタンキング 牡4黒鹿 57

54 ▲木幡 巧也 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 442－ 6 〃 ハナ 61．3�
47 パヴェダイヤモンド 牝4栗 55

54 ☆�島 克駿大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 436＋ 4 〃 ハナ 14．6�
816 アンジュデュバン 牝5黒鹿55 西村 太一後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム B444＋ 22：03．78 20．3�
714 インスタントリー 牡4黒鹿57 嶋田 純次岡 浩二氏 小笠 倫弘 えりも エクセルマネジメント 464－10 〃 ハナ 141．0�
35 パフューマー 牡4栗 57

55 △伴 啓太 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 72：04．76 84．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，034，500円 複勝： 27，720，100円 枠連： 14，947，600円
馬連： 40，901，900円 馬単： 19，953，300円 ワイド： 24，983，000円
3連複： 60，265，600円 3連単： 74，186，900円 計： 283，992，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，020円 複 勝 � 930円 � 540円 � 220円 枠 連（1－3） 3，830円

馬 連 �� 22，950円 馬 単 �� 42，390円

ワ イ ド �� 7，110円 �� 2，050円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 32，630円 3 連 単 ��� 268，920円

票 数

単勝票数 計 210345 的中 � 5569（12番人気）
複勝票数 計 277201 的中 � 6778（12番人気）� 12429（10番人気）� 39573（2番人気）
枠連票数 計 149476 的中 （1－3） 3020（18番人気）
馬連票数 計 409019 的中 �� 1381（68番人気）
馬単票数 計 199533 的中 �� 353（129番人気）
ワイド票数 計 249830 的中 �� 889（72番人気）�� 3159（28番人気）�� 3482（25番人気）
3連複票数 計 602656 的中 ��� 1385（127番人気）
3連単票数 計 741869 的中 ��� 200（934番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．1―12．3―12．0―12．2―12．3―12．5―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．7―34．8―47．1―59．1―1：11．3―1：23．6―1：36．1―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．6
1
3
・（5，16）＝12（10，13）1（3，7）2（6，15）（4，14）9－8－11・（5，16）－（12，8）－（10，1）7（2，3，13）（6，15，14）9，4＝11

2
4

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

勝馬の
紹 介

レッドカノーヴァ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Theatrical デビュー 2015．2．14 東京7着

2012．2．20生 牡4黒鹿 母 スープリムゴディス 母母 Veil of Avalon 9戦2勝 賞金 14，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ウインセイヴィア号・サウンドメモリー号・サンレイフローラ号



11021 4月10日 曇 稍重 （28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

612 サニーデイズ 牡5黒鹿 57
54 ▲藤田菜七子星野 祐介氏 相沢 郁 日高 前野牧場 494＋ 21：08．8 3．0�

36 ストロングトリトン �4鹿 57 杉原 誠人村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 474－ 21：09．11� 4．9�
713� スカイアクセス �7鹿 57 西村 太一�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 532－ 61：09．41� 72．6�
47 エイシンカーニバル 牡4栗 57 北村 友一�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 474± 0 〃 ハナ 2．2�
815� クリノツネチャン 牝5栗 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 456＋ 61：09．61� 131．1	
510 オーロラッシュ 牡4鹿 57 岩田 康誠山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 458＋181：09．91� 20．7

714� スリーエスペラント 牡6栗 57

55 △加藤 祥太永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 498－ 81：10．0� 81．8�
24 ロックフォール 牡4黒鹿57 伊藤 工真四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B432－121：10．1� 47．8�
59 ラッキーダン 牡4黒鹿57 丹内 祐次田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 木村牧場 B472－12 〃 ハナ 15．2
12 � ルミラークル 牡5青鹿 57

54 ▲木幡 初也�Basic 小野 次郎 千歳 社台ファーム 500－ 8 〃 クビ 221．5�
48 スナークエンジェル 牝4黒鹿 55

54 ☆�島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 438－ 61：10．2クビ 48．4�
35 � スズカロードスター 牡6鹿 57

55 △長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 474－ 21：10．41	 177．6�
611 リバーコンサート 牝5栗 55

53 △井上 敏樹河越 武治氏 作田 誠二 新ひだか 桜井牧場 432－ 4 〃 クビ 21．5�
11 ポッドフィズ 牝4鹿 55 藤懸 貴志小川眞査雄氏 畠山 吉宏 日高 シンボリ牧場 468＋ 21：10．71� 70．5�
816� ホホエムオンナ 牝4鹿 55 宮崎 北斗�大北牧場 浅野洋一郎 浦河 大北牧場 428－ 61：10．8� 296．7�
23 マルターズシャトル 牡4栗 57

54 ▲原田 和真藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B484－201：13．4大差 166．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，671，500円 複勝： 27，083，500円 枠連： 13，003，200円
馬連： 46，773，700円 馬単： 28，215，200円 ワイド： 25，837，700円
3連複： 63，555，500円 3連単： 104，976，800円 計： 335，117，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 180円 � 640円 枠 連（3－6） 810円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 400円 �� 3，450円 �� 4，170円

3 連 複 ��� 21，690円 3 連 単 ��� 69，250円

票 数

単勝票数 計 256715 的中 � 68105（2番人気）
複勝票数 計 270835 的中 � 57986（2番人気）� 40363（3番人気）� 7729（8番人気）
枠連票数 計 130032 的中 （3－6） 12328（3番人気）
馬連票数 計 467737 的中 �� 36175（3番人気）
馬単票数 計 282152 的中 �� 14865（5番人気）
ワイド票数 計 258377 的中 �� 18480（3番人気）�� 1808（28番人気）�� 1492（33番人気）
3連複票数 計 635555 的中 ��� 2197（53番人気）
3連単票数 計1049768 的中 ��� 1099（169番人気）

ハロンタイム 9．4―10．9―11．3―11．8―12．1―13．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．3―31．6―43．4―55．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サニーデイズ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2013．9．17 中山6着

2011．4．20生 牡5黒鹿 母 ピンククラウド 母母 カチェクリーク 12戦2勝 賞金 26，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルターズシャトル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月10日まで平

地競走に出走できない。

11022 4月10日 曇 稍重 （28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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000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

47 トーコーグリーン 牡6黒鹿57 加藤 祥太森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 500＋ 41：48．0 9．8�
46 トミケンシェルフ 牡4栗 57 吉田 隼人冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 486－ 2 〃 アタマ 3．5�
611 メイショウナガマサ 牡4鹿 57 岩田 康誠松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 514－ 21：48．21� 7．2�
815� シェーンメーア �6青鹿57 杉原 誠人窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Stone Farm B544－ 61：48．3クビ 7．6�
814 レンブラント 牡5黒鹿57 津村 明秀田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 484－ 6 〃 ハナ 7．4�
58 ショウナンガッチャ 牡5栗 57 北村 友一国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 474－ 61：48．62 6．0�
59 ハイヴォルテージ 牡4栗 57 黛 弘人 	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 450± 01：49．02� 79．7

713 フクノドービル 牡4鹿 57 丹内 祐次福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 504± 0 〃 ハナ 62．2�
22 レイヨンヴェール 牝5黒鹿55 宮崎 北斗 	グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 488－ 41：49．74 17．5�
712� アンシャックルド �6栗 57 	島 克駿大樹ファーム 田中 章博 愛 S. F. Blood-

stock LLC 482－ 81：50．02 156．1�
610 ワンダーブラザウン 牡6栗 57 横山 和生山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 458－ 41：50．1クビ 82．2�
35 グランシャリオ 牡4栗 57 田中 勝春村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454－101：50．63 21．5�
23 ガンマーフォンテン 牡4栗 57 丸田 恭介吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 488－ 81：51．13 105．4�
34 ゲンパチケンザン 牡5栗 57 松若 風馬平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 504－ 41：52．48 7．8�
11 ユ ウ セ ン �8青鹿57 丸山 元気野谷 美千氏 萱野 浩二 新ひだか 村岡 農夫 448－ 81：54．5大差 86．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，532，600円 複勝： 36，117，400円 枠連： 19，023，500円
馬連： 58，357，600円 馬単： 28，238，600円 ワイド： 31，798，500円
3連複： 80，268，400円 3連単： 110，262，700円 計： 388，599，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 250円 � 160円 � 230円 枠 連（4－4） 2，210円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 4，380円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，160円 �� 710円

3 連 複 ��� 4，250円 3 連 単 ��� 29，470円

票 数

単勝票数 計 245326 的中 � 19875（7番人気）
複勝票数 計 361174 的中 � 33025（6番人気）� 67907（1番人気）� 38194（3番人気）
枠連票数 計 190235 的中 （4－4） 6644（12番人気）
馬連票数 計 583576 的中 �� 22014（8番人気）
馬単票数 計 282386 的中 �� 4830（17番人気）
ワイド票数 計 317985 的中 �� 10656（8番人気）�� 6841（20番人気）�� 11714（4番人気）
3連複票数 計 802684 的中 ��� 14148（11番人気）
3連単票数 計1102627 的中 ��� 2712（100番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．8―31．6―45．0―57．4―1：09．6―1：21．7―1：34．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーコーグリーン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Fortunate Prospect デビュー 2012．8．5 新潟3着

2010．2．11生 牡6黒鹿 母 ヴ ェ ス タ 母母 Amavalidhope 24戦2勝 賞金 36，705，000円
〔騎手変更〕 トーコーグリーン号の騎手横山典弘は，第3回中山競馬第5日第5競走での落馬負傷のため加藤祥太に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユウセン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月10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 ブライアンキング号



11023 4月10日 曇 良 （28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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

23 シャイニープリンス 牡6青鹿57 北村 友一小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 500－ 21：58．9 21．5�
11 ヤングマンパワー 牡4黒鹿56 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 512－ 81：59．43 12．4�
816 ヤマニンボワラクテ �5鹿 56 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 474－10 〃 アタマ 4．3�
12 クランモンタナ 牡7芦 57 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482－ 21：59．5� 45．8�
24 マテンロウボス 牡5黒鹿56 岩田 康誠寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 460－ 41：59．6クビ 5．6�
510 マイネルミラノ 牡6栗 58 丹内 祐次 	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 B478－ 2 〃 クビ 11．4

35 デウスウルト �8黒鹿57 横山 和生吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 466－ 81：59．7クビ 52．8�
36 ブレイズアトレイル 牡7芦 57 	島 克駿 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 494－ 8 〃 ハナ 45．1�
612 マイネルフロスト 牡5芦 57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 486－ 8 〃 クビ 4．0
48 ライズトゥフェイム 牡6鹿 56 田中 勝春 �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 0 〃 アタマ 15．8�
59 サトノアポロ �8黒鹿58 丸田 恭介里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 516± 01：59．91
 58．6�
47 ダノンジェラート 牡7鹿 56 加藤 祥太	ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 500＋10 〃 クビ 19．5�
815 マ デ イ ラ 牡7栗 56 吉田 隼人 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 486－ 22：00．0クビ 59．9�
713� シベリアンスパーブ 牡7鹿 56 津村 明秀藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 506－ 8 〃 クビ 29．1�
714 ミュゼゴースト 牡4黒鹿56 川須 栄彦坂本 肇氏 大江原 哲 新ひだか 城地 清満 506－ 42：00．21� 8．6�
611 バロンドゥフォール 牡6鹿 56 勝浦 正樹窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 478－102：00．73 46．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，623，900円 複勝： 77，969，700円 枠連： 42，696，000円
馬連： 201，242，400円 馬単： 77，843，400円 ワイド： 88，000，500円
3連複： 297，291，300円 3連単： 406，080，400円 計： 1，244，747，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 620円 � 420円 � 190円 枠 連（1－2） 2，710円

馬 連 �� 14，270円 馬 単 �� 30，560円

ワ イ ド �� 3，740円 �� 2，550円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 32，940円 3 連 単 ��� 289，480円

票 数

単勝票数 計 536239 的中 � 19939（9番人気）
複勝票数 計 779697 的中 � 27995（10番人気）� 43972（6番人気）� 131110（2番人気）
枠連票数 計 426960 的中 （1－2） 12186（13番人気）
馬連票数 計2012424 的中 �� 10923（47番人気）
馬単票数 計 778434 的中 �� 1910（99番人気）
ワイド票数 計 880005 的中 �� 5995（43番人気）�� 8885（29番人気）�� 13816（18番人気）
3連複票数 計2972913 的中 ��� 6767（105番人気）
3連単票数 計4060804 的中 ��� 1017（870番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．5―12．4―12．2―11．8―11．2―11．5―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．7―35．2―47．6―59．8―1：11．6―1：22．8―1：34．3―1：46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F36．1
1
3
10，3（1，16）（5，14）（4，6，15）（9，13，12）2，7，11－8
10－（3，16）（1，14，12）（5，6）（4，15，13，11）9（7，8）2

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

勝馬の
紹 介

シャイニープリンス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2012．12．22 中山4着

2010．4．26生 牡6青鹿 母 ダイタクピア 母母 スイートラブ 28戦6勝 賞金 154，318，000円
〔騎手変更〕 ダノンジェラート号の騎手横山典弘は，第3回中山競馬第5日第5競走での落馬負傷のため加藤祥太に変更。
〔制裁〕 ヤマニンボワラクテ号の騎手藤懸貴志は，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 ダノンメジャー号・マルターズアポジー号

11024 4月10日 曇 良 （28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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 476，000円 136，000円 68，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

816 ビバリーヒルズ 牝4栗 55 松若 風馬近藤 英子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 430＋ 41：09．3 2．0�
713 ユメノマイホーム 牝4栗 55 吉田 隼人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 452＋ 81：09．4� 27．4�
59 エスジープログレス 牡4栗 57 川須 栄彦竹下千亜子氏 西浦 勝一 日高 山際 辰夫 476＋ 41：09．5クビ 29．5�
815 リミットブレイク �4鹿 57 勝浦 正樹 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B516± 0 〃 クビ 6．1�
35 アグネスユーリヤ 牡4鹿 57 丸山 元気渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 476± 01：09．6クビ 6．2�
612 ビリーヴザワン �5鹿 57 黛 弘人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 2 〃 クビ 12．9	
510 トウシンムサシ 牡5栗 57 藤懸 貴志
サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 462－ 2 〃 ハナ 29．9�
23 � ショウナンアイ 牝4栗 55 北村 友一国本 哲秀氏 奥村 武 米 Padua Sta-

bles, LLC 464± 01：09．7クビ 33．4�
611 イワヌガハナ �4黒鹿57 横山 和生國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 470－ 41：09．8	 69．9
11 イ キ オ イ 牡4鹿 57 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 450± 0 〃 クビ 29．1�
24 ディレットリーチェ 牝6栗 55 津村 明秀飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B494－101：10．01	 40．1�
36 キンシノキセキ �5鹿 57 岩田 康誠若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 480－ 2 〃 アタマ 12．0�
12 � ヘニースウィフト 牡4栗 57 藤田菜七子窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 米 Clear Creek

Stud LLC 494－ 61：10．1クビ 23．9�
714 クラウンテイラー 牡4鹿 57 石神 深一
クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 456－ 6 〃 ハナ 205．9�
48 スミレタンポポ 牝4鹿 55 伊藤 工真海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 402－ 61：10．42 223．0�
47 アフェクシオン 牝4鹿 55 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 422－ 81：10．61 68．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，413，600円 複勝： 51，868，700円 枠連： 32，279，400円
馬連： 96，933，600円 馬単： 46，963，600円 ワイド： 51，948，100円
3連複： 128，247，000円 3連単： 201，450，100円 計： 655，104，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 420円 � 630円 枠 連（7－8） 1，440円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，390円 �� 6，510円

3 連 複 ��� 12，760円 3 連 単 ��� 43，180円

票 数

単勝票数 計 454136 的中 � 179404（1番人気）
複勝票数 計 518687 的中 � 145003（1番人気）� 25387（6番人気）� 16015（10番人気）
枠連票数 計 322794 的中 （7－8） 17286（5番人気）
馬連票数 計 969336 的中 �� 34189（6番人気）
馬単票数 計 469636 的中 �� 11989（7番人気）
ワイド票数 計 519481 的中 �� 15240（6番人気）�� 9627（13番人気）�� 1976（60番人気）
3連複票数 計1282470 的中 ��� 7533（39番人気）
3連単票数 計2014501 的中 ��� 3382（118番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．0―11．6―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．4―45．0―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビバリーヒルズ �
�
父 スニッツェル �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2015．3．7 阪神2着

2012．2．27生 牝4栗 母 ブリリアントベリー 母母 クラフテイワイフ 8戦2勝 賞金 25，676，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 リミットブレイク号の騎手横山典弘は，第3回中山競馬第5日第5競走での落馬負傷のため勝浦正樹に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スズカブレーン号・ベルリネッタ号

３レース目



（28福島1）第2日 4月10日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 187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

183，900，000円
2，530，000円
7，700，000円
1，840，000円
18，680，000円
69，261，000円
5，676，800円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
299，968，800円
380，987，800円
197，542，400円
675，485，600円
333，493，300円
365，967，100円
952，159，300円
1，338，991，600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 4，544，595，900円

総入場人員 14，873名 （有料入場人員 12，728名）
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