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11001 4月8日 曇 良 （29福島1）第1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）

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

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

814 リュミエールドール 牝3鹿 54 丸山 元気 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498－241：47．9 5．6�

47 クインアマランサス 牝3栗 54
52 △荻野 極 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：48．75 18．0�

11 コスモフリップ 牝3芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 486 ―1：48．8� 12．9�
34 チ ェ ス 牝3黒鹿54 西村 太一諸岡 慶氏 久保田貴士 日高 北田 剛 450＋ 6 〃 ハナ 7．4�
46 ブロードビーチ 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �キャピタル・システム 渡辺 薫彦 日高 目黒牧場 422＋101：49．54 44．6	
35 ピ ネ ロ ー ロ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�G1レーシング 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 456－ 41：49．71 14．2

59 プリンセスヨウク 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 440± 0 〃 アタマ 5．6�
23 ペイシャリサ 牝3栗 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 476＋ 61：49．91 11．5�
610 ラインアストロ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 土田 扶美子 448－ 21：50．0� 4．9
58 ア モ ー レ 牝3鹿 54 丸田 恭介大塚 亮一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 456＋ 41：50．1クビ 13．8�
815 ハートブレイク 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也髙橋照比古氏 土田 稔 浦河 王蔵牧場 408－161：51．05 64．0�
22 クイーンズスタイル 牝3鹿 54

52 △木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 442－ 41：51．31� 8．9�

611 ミハテヌユメ 牝3栗 54
52 △伴 啓太國分 純氏 田中 剛 日高 スマイルファーム 452＋ 41：51．51� 84．5�

713 ア ネ モ ネ 牝3栗 54 石橋 脩�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 428 ―1：52．56 38．5�

712 ミヤギインザムーン 牝3鹿 54 黛 弘人菅原 光博氏 飯田 祐史 日高 シンボリ牧場 472 ―1：54．3大差 114．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 14，113，400円 複勝： 20，304，000円 枠連： 8，927，100円
馬連： 30，833，500円 馬単： 14，016，600円 ワイド： 21，531，100円
3連複： 49，071，400円 3連単： 53，112，100円 計： 211，909，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 310円 � 720円 � 500円 枠 連（4－8） 5，060円

馬 連 �� 8，390円 馬 単 �� 14，510円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 2，250円 �� 5，460円

3 連 複 ��� 49，660円 3 連 単 ��� 253，330円

票 数

単勝票数 計 141134 的中 � 20079（2番人気）
複勝票数 計 203040 的中 � 18619（5番人気）� 6960（10番人気）� 10389（8番人気）
枠連票数 計 89271 的中 （4－8） 1367（21番人気）
馬連票数 計 308335 的中 �� 2846（34番人気）
馬単票数 計 140166 的中 �� 724（59番人気）
ワイド票数 計 215311 的中 �� 2183（36番人気）�� 2488（30番人気）�� 1005（55番人気）
3連複票数 計 490714 的中 ��� 741（157番人気）
3連単票数 計 531121 的中 ��� 152（833番人気）

ハロンタイム 7．0―11．6―12．4―13．1―12．8―12．2―12．7―12．7―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―31．0―44．1―56．9―1：09．1―1：21．8―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．8
1
3
・（4，9，10）14（6，5）2（3，11）15，7，8－1，13－12・（4，14）－（9，10）6，5，3（7，11，8）（2，15）－1，13＝12

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

勝馬の
紹 介

リュミエールドール �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．11．20 京都6着

2014．1．3生 牝3鹿 母 アルスノヴァ 母母 オリエンタルアート 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ペイシャリサ号の騎手的場勇人は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番・2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミヤギインザムーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月8日まで平地

競走に出走できない。

11002 4月8日 曇 良 （29福島1）第1日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時20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

714 モズカタクラ 牡3栗 56 川須 栄彦 �キャピタル・システム 高橋 亮 日高 目黒牧場 456－ 81：09．9 8．7�
35 ユウギリジョウ 牝3黒鹿54 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 446＋10 〃 クビ 7．2�
510 ヤマニンシーベリー 牝3栗 54 黛 弘人土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 428－181：10．11� 4．8�
23 ユトリチャン 牝3鹿 54 的場 勇人田端 修氏 的場 均 新冠 安達 洋生 406＋14 〃 ハナ 3．7�
12 アイビーグラチア 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹本間 充氏 伊藤 圭三 日高 本間牧場 402± 0 〃 クビ 53．4�
48 ジャルダンヴェール 牝3栗 54 伊藤 工真平井 裕氏 金成 貴史 浦河 岡部牧場 442＋ 21：10．2� 5．1	
713 ノアスパーク 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅佐山 公男氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 436－ 21：10．3	 56．5

24 トミケンアディム 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也冨樫 賢二氏 田島 俊明 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 462－ 2 〃 ハナ 30．6�
47 コッコリーノ 牝3青鹿54 丸田 恭介�ラ・メール 池上 昌和 新冠 タニグチ牧場 418－ 2 〃 ハナ 66．4�
36 ミ コ エ バ ー 牝3黒鹿54 勝浦 正樹古賀 慎一氏 谷原 義明 新冠 若林牧場 474 ―1：10．4クビ 28．7
815 サラデコラシオン 牝3栗 54 丹内 祐次川崎 賢二氏 岩戸 孝樹 新冠 前川 隆範 418－ 61：10．5� 11．8�
59 モ ク シ ュ ラ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか 西村 和夫 440＋ 61：10．6	 28．7�
612 フォーエバースカイ 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 380＋181：10．81� 49．0�
816 コールオンミー 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 424－ 81：11．11� 19．5�
611 ナムラウラン 牝3黒鹿 54

52 △木幡 初也奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 422± 01：11．52� 170．8�
11 ジーガーミッシェル 牝3鹿 54

52 △荻野 極�ジーガー 和田 正道 新冠 須崎牧場 430＋201：14．9大差 84．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，539，600円 複勝： 20，481，900円 枠連： 8，397，700円
馬連： 26，534，700円 馬単： 14，022，900円 ワイド： 20，033，900円
3連複： 40，901，400円 3連単： 44，844，800円 計： 189，756，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 330円 � 190円 � 160円 枠 連（3－7） 2，680円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 5，900円

ワ イ ド �� 910円 �� 670円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 18，100円

票 数

単勝票数 計 145396 的中 � 13310（5番人気）
複勝票数 計 204819 的中 � 13216（6番人気）� 28544（4番人気）� 37363（1番人気）
枠連票数 計 83977 的中 （3－7） 2423（15番人気）
馬連票数 計 265347 的中 �� 6520（11番人気）
馬単票数 計 140229 的中 �� 1782（20番人気）
ワイド票数 計 200339 的中 �� 5494（8番人気）�� 7648（6番人気）�� 9187（4番人気）
3連複票数 計 409014 的中 ��� 10012（4番人気）
3連単票数 計 448448 的中 ��� 1796（30番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．4―11．7―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．0―45．7―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズカタクラ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．11．12 京都7着

2014．4．18生 牡3栗 母 ペルファヴォーレ 母母 コンアモール 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジーガーミッシェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月8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。
（非当選馬） 3頭 サンエリザベス号・タマノプリマベーラ号・ミュルミューレ号
（非抽選馬） 4頭 グラスハーモニー号・シンボリジュネス号・タカラユメ号・メイショウワンモア号

第１回 福島競馬 第１日



11003 4月8日 曇 良 （29福島1）第1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）
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

712 テルペリオン 牡3栗 56 丸山 元気�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 510＋ 21：47．9 2．9�
713 マサハヤスター 牡3栗 56

54 △坂井 瑠星中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B476± 01：48．85 2．5�
22 ショウナンナナイロ 牝3青鹿54 川須 栄彦国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか キヨタケ牧場 442 ―1：49．12 17．4�
34 フライングゲット 牡3黒鹿56 原田 和真千明牧場 池上 昌弘 日高 千明牧場 444± 01：49．63 14．6�
58 ジュティアン 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 422± 01：49．81� 14．0�

47 クアトロヴィーヴァ 牡3黒鹿56 西村 太一木村 直樹氏 久保田貴士 新ひだか タイヘイ牧場 498－ 41：50．01� 14．3	
610 テイエムセイント 牡3栗 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 静内坂本牧場 478 ―1：51．06 66．5

23 ユ メ ノ ユ メ 牡3青鹿56 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 新ひだか 坂本 春雄 472＋16 〃 クビ 22．6�
35 ジ ク ウ 牡3鹿 56 勝浦 正樹髙嶋 祐子氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 528＋ 41：51．1クビ 82．0
815 ブルーベック 牡3栗 56 中井 裕二田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 466± 0 〃 クビ 11．4�
46 	 ヒロミノテソーロ 牡3鹿 56 丹内 祐次了德寺健二氏 高木 登 米 Ted Folkerth

& Brookdale 500－ 61：51．2� 20．0�
814 ネオヴァヴェル 牡3芦 56

54 △荻野 極小林 仁幸氏 伊藤 正徳 安平 ノーザンファーム 492± 01：51．41 72．3�
59 パ ッ キ ー ノ 牡3鹿 56

54 △伴 啓太吉田 和美氏 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 492 ―1：51．82� 70．7�
11 ブルーオーシャン 牡3鹿 56 伊藤 工真�ミルファーム 尾関 知人 平取 有限会社中

田牧場 442± 0 〃 ハナ 91．0�
611 トラムポルカ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B480－221：53．39 109．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 16，008，400円 複勝： 21，669，200円 枠連： 12，116，300円
馬連： 26，414，200円 馬単： 14，627，000円 ワイド： 20，539，800円
3連複： 38，973，000円 3連単： 48，654，500円 計： 199，002，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 110円 � 360円 枠 連（7－7） 360円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 160円 �� 970円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 7，540円

票 数

単勝票数 計 160084 的中 � 43489（2番人気）
複勝票数 計 216692 的中 � 43299（2番人気）� 69686（1番人気）� 8941（9番人気）
枠連票数 計 121163 的中 （7－7） 25938（1番人気）
馬連票数 計 264142 的中 �� 61961（1番人気）
馬単票数 計 146270 的中 �� 16097（2番人気）
ワイド票数 計 205398 的中 �� 46928（1番人気）�� 4341（13番人気）�� 4028（16番人気）
3連複票数 計 389730 的中 ��� 12016（7番人気）
3連単票数 計 486545 的中 ��� 4674（16番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．7―31．1―44．4―57．2―1：09．5―1：22．1―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

テルペリオン �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．10．1 阪神5着

2014．3．12生 牡3栗 母 エ ル ベ レ ス 母母 ジ ア ー ダ 3戦1勝 賞金 6，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トラムポルカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月8日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヤマニンレナータ号
（非抽選馬） 7頭 アミーコドーロ号・コンプレアンノ号・セシルシャイン号・トモジャプリマ号・ニシノリサイタル号・

フロイドフォンテン号・ベルウッドルイス号

11004 4月8日 曇 良 （29福島1）第1日 第4競走 2，750�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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� 基準タイム2：57．4良

45 コージェント 牡4鹿 59 浜野谷憲尚水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 540± 03：00．6 5．4�
11 ル ー 牡7鹿 60 山本 康志武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 470－ 23：01．55 6．8�
58 レジェンドパワー �5黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 438± 03：02．24 5．3�
22 プレシャスタイム 牡4鹿 59 佐久間寛志小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 426＋103：02．3� 52．2�
34 オビーディエント 牡8黒鹿60 小坂 忠士�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 466＋103：02．4クビ 68．0�
712 ウインレーベン 牡6青鹿60 平沢 健治�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 460－14 〃 クビ 3．5	
610 レッドバルトーク 牡4黒鹿59 草野 太郎 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 454± 03：02．5クビ 5．6

814� シゲルナマハゲ 牡5鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 王蔵牧場 462－18 〃 同着 46．5�
711 アラタマシャトル 牡6鹿 60 北沢 伸也荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 494－163：03．03 13．6�
46 ケントヒーロー 牡7栗 60 江田 勇亮田畑 富子氏 南田美知雄 新冠 ハクツ牧場 502－ 23：05．1大差 104．7
33 モアザンイナフ 牡5黒鹿60 森 一馬宮川 純造氏 加用 正 浦河 笹地牧場 456＋ 23：06．710 19．6�
57 � クリノチョモラーリ 牝7栗 58 高野 和馬栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 B494＋ 23：08．19 147．9�
69 トーセンモバイル �5鹿 60 小野寺祐太島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 478－ 43：08．3� 16．4�
813� ララクードゥリオン 牡5青鹿60 五十嵐雄祐フジイ興産� 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 500－ 83：08．93� 62．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，109，700円 複勝： 16，336，300円 枠連： 9，368，500円
馬連： 22，094，100円 馬単： 12，589，100円 ワイド： 14，970，300円
3連複： 36，492，400円 3連単： 43，819，800円 計： 167，780，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 170円 � 210円 � 190円 枠 連（1－4） 1，500円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，470円

ワ イ ド �� 640円 �� 500円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 14，490円

票 数

単勝票数 計 121097 的中 � 17765（3番人気）
複勝票数 計 163363 的中 � 26171（2番人気）� 18584（5番人気）� 21746（4番人気）
枠連票数 計 93685 的中 （1－4） 4838（7番人気）
馬連票数 計 220941 的中 �� 10106（8番人気）
馬単票数 計 125891 的中 �� 2719（18番人気）
ワイド票数 計 149703 的中 �� 5924（9番人気）�� 7821（5番人気）�� 6692（7番人気）
3連複票数 計 364924 的中 ��� 10533（8番人気）
3連単票数 計 438198 的中 ��� 2191（41番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 51．7－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コージェント �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．6．27 阪神2着

2013．4．11生 牡4鹿 母 ラフォルトゥナ 母母 ミスティーグリーン 障害：2戦1勝 賞金 9，000，000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。
（非抽選馬） 2頭 エクセレントミノル号・サムライフォンテン号



11005 4月8日 曇 良 （29福島1）第1日 第5競走 ��2，750�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400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� 基準タイム2：57．4良

610 ハギノパトリオット �5黒鹿60 熊沢 重文日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 462－142：57．4 4．5�
711 ドリームハヤテ 牡7鹿 62 浜野谷憲尚ライオンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 510－ 82：58．14 11．6�
34 スズカプレスト 牡5鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 464＋ 42：58．42 3．2�
814 クリノキングムーン 牡6黒鹿60 佐久間寛志栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 452＋ 62：58．93 52．4�
813 アズマタックン 牡4青鹿59 小坂 忠士東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 494－ 62：59．22 9．4�
45 サトノセレリティ 牡6鹿 60 石神 深一里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490± 02：59．3クビ 6．9	
11 セイクリッドロード �8鹿 60 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 512－ 22：59．51 18．4

58 ハギノセゾン 牝6青鹿58 中村 将之安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 478± 02：59．71	 89．3�
57 アドマイヤフォルム 牡4黒鹿59 高田 潤近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 468－ 63：00．44 10．9�
69 ウインイルソーレ 牡6鹿 60 草野 太郎�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 504＋ 23：00．5
 192．0
33 � ゴ ー ス ル ー 牡7鹿 60 大江原 圭 �静内白井牧場 大江原 哲 新ひだか 橋本牧場 476± 03：00．6
 13．4�
712 サンディアタッチ 牝5黒鹿58 五十嵐雄祐飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 462－ 23：02．6大差 61．9�
22 セイウンアワード 牡5鹿 60 上野 翔西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 530－ 23：04．08 32．9�
46 � ブライアンキング 牡5鹿 60 山本 康志林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 500＋10 （競走中止） 11．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，886，700円 複勝： 19，996，100円 枠連： 9，551，900円
馬連： 26，139，600円 馬単： 14，602，800円 ワイド： 17，853，000円
3連複： 41，148，500円 3連単： 55，494，800円 計： 205，673，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 350円 � 130円 枠 連（6－7） 2，480円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 5，290円

ワ イ ド �� 900円 �� 270円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 18，800円

票 数

単勝票数 計 208867 的中 � 36486（2番人気）
複勝票数 計 199961 的中 � 35378（2番人気）� 9889（6番人気）� 51461（1番人気）
枠連票数 計 95519 的中 （6－7） 2975（12番人気）
馬連票数 計 261396 的中 �� 7079（11番人気）
馬単票数 計 146028 的中 �� 2067（20番人気）
ワイド票数 計 178530 的中 �� 4612（10番人気）�� 19355（1番人気）�� 6467（7番人気）
3連複票数 計 411485 的中 ��� 11967（5番人気）
3連単票数 計 554948 的中 ��� 2140（47番人気）
上り 1マイル 1：44．3 4F 52．3－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノパトリオット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2014．10．26 京都8着

2012．3．20生 �5黒鹿 母 エリモファイナル 母母 エリモセントラル 障害：6戦2勝 賞金 30，150，000円
〔競走中止〕 ブライアンキング号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため2周目1号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サウンドギャツビー号・トーセンメリッサ号
（非抽選馬） 5頭 ウメジマダイオー号・エルインペレイター号・ドクタールキア号・マイネルゼーラフ号・メイショウオヤシオ号

11006 4月8日 曇 良 （29福島1）第1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）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，57�，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� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

23 ドリームリヴァール �7黒鹿 57
54 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 456± 01：47．1 6．9�

712 ミュゼリバイアサン 牡4鹿 57 原田 和真菊地 祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 B502－ 81：47．41� 4．6�
34 タイキオールブルー 牡5青鹿 57

55 △城戸 義政�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム B450± 01：47．61� 16．7�

46 レ オ ニ ー ズ 牡6鹿 57
56 ☆小崎 綾也 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－161：47．81� 5．9�
22 � ミュートロギア 牡4青鹿 57

55 △木幡 初也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 498－ 41：48．11� 68．8	

11 エリオットベイ 牡5栗 57 杉原 誠人 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 530－ 81：48．31� 33．3

815� ショウサングランド 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 484＋ 21：48．5� 23．6�
814 エフハリスト 牡4青鹿 57

55 △荻野 極吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 460－10 〃 ハナ 14．8

47 � ワンダージンテーゼ 牡5黒鹿57 森 一馬山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 454± 01：48．6� 10．9�
611 ディナスティーア 牝5鹿 55

53 △坂井 瑠星下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 504－121：48．81� 3．4�
58 � ローレルウラノス 牡5栗 57

55 △井上 敏樹 �ローレルレーシング 本間 忍 浦河 太陽牧場 514－101：48．9クビ 95．8�
35 サンマルドライヴ 牡4黒鹿57 藤懸 貴志相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 436± 0 〃 アタマ 15．3�
610� キキズブルーム 牝4鹿 55

53 △伴 啓太加藤 徹氏 小桧山 悟 新冠 大狩部牧場 456＋ 41：49．0� 243．2�
713� クリノダイシャリン 牡5栗 57

54 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 佐藤 信広 500－141：49．21 64．2�
59 カワキタピリカ 牡4鹿 57 中井 裕二川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 502＋121：49．41 28．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，088，100円 複勝： 27，198，700円 枠連： 10，386，100円
馬連： 32，421，200円 馬単： 15，827，600円 ワイド： 22，779，300円
3連複： 45，684，000円 3連単： 53，742，000円 計： 225，127，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 210円 � 170円 � 370円 枠 連（2－7） 1，610円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，560円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 9，490円 3 連 単 ��� 43，140円

票 数

単勝票数 計 170881 的中 � 19731（4番人気）
複勝票数 計 271987 的中 � 33253（4番人気）� 49805（1番人気）� 15477（7番人気）
枠連票数 計 103861 的中 （2－7） 4972（9番人気）
馬連票数 計 324212 的中 �� 14272（5番人気）
馬単票数 計 158276 的中 �� 3656（10番人気）
ワイド票数 計 227793 的中 �� 8716（5番人気）�� 3650（20番人気）�� 5138（13番人気）
3連複票数 計 456840 的中 ��� 3610（28番人気）
3連単票数 計 537420 的中 ��� 903（141番人気）

ハロンタイム 7．0―11．5―11．8―12．6―12．6―12．2―12．4―12．9―14．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―30．3―42．9―55．5―1：07．7―1：20．1―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．4
1
3
12，8，9（2，13，14）（7，11）－（4，15）1，6，10（3，5）
12，8，2（7，9，14，15）4，11（1，5，6）13（10，3）

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

勝馬の
紹 介

ドリームリヴァール �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．4．13 阪神17着

2010．5．15生 �7黒鹿 母 リヴァリーガーデン 母母 ポーラリヴァール 29戦2勝 賞金 29，418，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ファーストオーサー号
（非抽選馬） 1頭 トゥールエッフェル号



11007 4月8日 曇 良 （29福島1）第1日 第7競走 ��1，150�サラブレッド系3歳
発走13時15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

35 ウィズアウィッシュ 牝3鹿 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 浦河 中島牧場 480－101：09．7 4．8�
24 サーストンユメコ 牝3栗 54

52 △荻野 極齊藤 宣勝氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 460＋ 81：10．55 49．0�
36 ロ ー ブ 牝3栗 54

52 △木幡 初也�辻牧場 栗田 博憲 浦河 辻 牧場 458＋ 21：10．81� 122．7�
48 ル パ ル ク �3鹿 56 石橋 脩 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 504－ 2 〃 アタマ 13．5�
12 アネッロドーロ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 440－181：10．9� 82．4�
59 スカーレットジェム 牝3栗 54

52 △坂井 瑠星 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 424－ 8 〃 アタマ 41．7	
816 キチロクエンパイア 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 村田牧場 454－ 21：11．11� 33．2

23 メ リ ー ク ン 牡3鹿 56 勝浦 正樹ケンレーシング組合 田村 康仁 新ひだか ムーンシェル・インベストメンツ 460－ 21：11．2クビ 1．3�
47 シゲルハリネズミ 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅森中 蕃氏 蛯名 利弘 新ひだか 坂本牧場 B474＋10 〃 クビ 135．6�
510 リボンナイト 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新冠 ハクツ牧場 442＋ 61：11．62� 31．6
611 ターシャフォンテン 牝3黒鹿54 伊藤 工真吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 442－101：12．13 260．3�
612 リワードクラング �3栗 56 横山 和生宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 有限会社

リワード 452－101：12．2� 124．0�
11 トランプマジック 牡3黒鹿56 西田雄一郎平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 448－ 81：12．62� 181．5�
815 テイエムアカツキ 牡3栗 56

54 △城戸 義政竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 ムラカミファーム 494－ 21：12．81� 21．0�
714 ビップアンフィル 牝3栗 54 古川 吉洋鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 450± 01：13．65 43．4�
713 スウォンジー 牡3栗 56

54 △井上 敏樹�ターフ・スポート畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 452－ 41：14．13 88．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，451，800円 複勝： 67，064，200円 枠連： 10，707，000円
馬連： 30，845，100円 馬単： 20，870，500円 ワイド： 20，332，200円
3連複： 43，034，900円 3連単： 77，074，200円 計： 288，379，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 450円 � 2，390円 � 5，500円 枠 連（2－3） 260円

馬 連 �� 8，260円 馬 単 �� 15，150円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 3，540円 �� 10，160円

3 連 複 ��� 62，300円 3 連 単 ��� 303，680円

票 数

単勝票数 計 184518 的中 � 30711（2番人気）
複勝票数 計 670642 的中 � 44351（2番人気）� 7109（8番人気）� 3026（11番人気）
枠連票数 計 107070 的中 （2－3） 31270（1番人気）
馬連票数 計 308451 的中 �� 2894（16番人気）
馬単票数 計 208705 的中 �� 1033（31番人気）
ワイド票数 計 203322 的中 �� 2654（17番人気）�� 1479（26番人気）�� 509（48番人気）
3連複票数 計 430349 的中 ��� 518（102番人気）
3連単票数 計 770742 的中 ��� 184（430番人気）

ハロンタイム 9．7―11．0―11．3―12．2―12．4―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．7―32．0―44．2―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．7
3 5，8（3，4）（10，14）（2，6，16）（7，9，15）－（12，13）1，11 4 5，8－（3，4）（10，6）（2，16）（7，9）－（12，14）（1，15）11，13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウィズアウィッシュ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Danehill デビュー 2017．1．14 中山2着

2014．3．22生 牝3鹿 母 マ イ ホ ー プ 母母 Lady Elgar 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スウォンジー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月8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。
（非当選馬） 1頭 プライムプラム号

11008 4月8日 曇 良 （29福島1）第1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）

500万円以下；負担重量は，57�，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� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

48 クラウンアイリス 牝6栗 55 古川 吉洋�クラウン 大根田裕之 大分 クラウンファーム 400－ 41：08．8 7．2�
59 � ツキミチャン 牝6青鹿55 丸田 恭介瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 450＋ 2 〃 アタマ 18．1�
510 ヴァッフシュテルケ 牡6青鹿 57

55 △城戸 義政�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 480± 01：08．9� 20．1�
23 � ウメマツサクラ 牝4鹿 55 黛 弘人木村 信彦氏 森田 直行 日高 道見牧場 480＋ 21：09．0� 6．9	
47 � グレースシャンティ 牝4芦 55

53 △伴 啓太佐藤 良二氏 本間 忍 新冠 中地 義次 454± 01：09．21 91．7

816 ダブルコーク 牡6黒鹿 57

55 △木幡 初也�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 484－ 4 〃 クビ 4．0�
35 � スズカブレーン 牡5鹿 57

54 ▲菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 486＋ 81：09．3クビ 12．4�
24 ユ ッ セ 牝4栗 55 柴山 雄一�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社

松田牧場 B478± 01：09．4� 42．1
11 ウィズアットレース 牝5黒鹿55 原田 和真岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 414－ 2 〃 クビ 20．0�
36 トウシンムサシ 	6栗 57 田中 健�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 454－ 8 〃 ハナ 46．9�
815 フェルクレール 牝4芦 55

53 △井上 敏樹米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 422＋ 21：09．5� 6．5�
612� コパノディール 牝4黒鹿55 西田雄一郎小林 照弘氏 尾形 充弘 むかわ 市川牧場 428＋ 4 〃 クビ 25．9�
713 メイショウサワヤカ 牝5黒鹿55 横山 和生松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 470－141：09．6クビ 31．2�
12 ダイワズットラブ 牝5栗 55 川須 栄彦大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 446－ 41：10．98 45．8�
714� ニシノアンジュ 牝5栗 55

53 △荻野 極西村 亮二氏 青木 孝文 新ひだか 米田牧場 456－ 4 〃 ハナ 5．7�
611 アスターペニー 牝5鹿 55 秋山真一郎加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 440－ 41：12．28 78．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，705，100円 複勝： 22，976，400円 枠連： 11，507，600円
馬連： 33，208，900円 馬単： 15，610，900円 ワイド： 22，915，400円
3連複： 50，936，300円 3連単： 60，026，100円 計： 232，886，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 240円 � 590円 � 500円 枠 連（4－5） 3，190円

馬 連 �� 5，940円 馬 単 �� 11，320円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 1，820円 �� 5，130円

3 連 複 ��� 30，310円 3 連 単 ��� 121，900円

票 数

単勝票数 計 157051 的中 � 17356（5番人気）
複勝票数 計 229764 的中 � 28803（3番人気）� 9278（9番人気）� 11358（8番人気）
枠連票数 計 115076 的中 （4－5） 2794（15番人気）
馬連票数 計 332089 的中 �� 4329（22番人気）
馬単票数 計 156109 的中 �� 1034（37番人気）
ワイド票数 計 229154 的中 �� 2879（21番人気）�� 3280（20番人気）�� 1134（59番人気）
3連複票数 計 509363 的中 ��� 1260（109番人気）
3連単票数 計 600261 的中 ��� 357（404番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．0―11．5―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．5―45．0―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンアイリス �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．12．14 中京3着

2011．3．11生 牝6栗 母 ユキノマーガレット 母母 ノーザンヴィーナス 19戦3勝 賞金 32，049，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスターペニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月8日まで平地競

走に出走できない。



11009 4月8日 曇 良 （29福島1）第1日 第9競走 ��1，700�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

58 ハ シ カ ミ 牡4青鹿 57
55 △伴 啓太中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 474＋121：46．7 6．3�

814 ハギノグランコート 牡4栗 57 川須 栄彦日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ B520± 01：46．91 3．7�

11 リリーシューター 牡4鹿 57 藤懸 貴志土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 502＋ 41：47．64 29．2�
22 ヨドノナイト 牡5鹿 57 石橋 脩海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 496± 01：47．81� 9．1�
47 グランシャリオ 牡5栗 57

55 △坂井 瑠星村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム B460＋ 2 〃 クビ 96．4�
712 アイアンマン 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 464± 01：48．11� 57．8�
815 ベストインザスカイ 牡4鹿 57 丹内 祐次飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B510－ 6 〃 アタマ 7．2	
23 セカンドエフォート 牡4青鹿 57

56 ☆小崎 綾也 
シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 494－101：48．63 4．4�
46 � キ ン グ リ オ 牡5鹿 57 伊藤 工真窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 508－ 61：48．91� 9．0�
610� ディゼトワール 牡4鹿 57 黛 弘人岡田 壮史氏 黒岩 陽一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－111：49．0	 38．4
35 � ソ ウ マ 牡4青鹿 57

55 △木幡 初也上野 直樹氏 青木 孝文 新ひだか 澤田 嘉隆 488－ 31：49．1	 45．1�
611� ヤマチョウルンバ 牡4黒鹿57 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 486－ 81：49．2	 99．5�
713 ベルウッドタマド 牡4鹿 57 宮崎 北斗鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 474－ 21：50．05 23．5�
34 フクノドービル 
5鹿 57 上野 翔福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 482－ 81：51．17 147．5�
59 � メイショウトビザル 牡4青鹿57 柴山 雄一松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 まるとみ冨岡牧場 496＋141：51．84 13．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，557，400円 複勝： 25，955，600円 枠連： 14，137，600円
馬連： 32，436，700円 馬単： 16，416，100円 ワイド： 22，412，000円
3連複： 45，392，400円 3連単： 60，886，700円 計： 234，194，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 170円 � 580円 枠 連（5－8） 570円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 640円 �� 2，570円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 12，870円 3 連 単 ��� 55，520円

票 数

単勝票数 計 165574 的中 � 20987（3番人気）
複勝票数 計 259556 的中 � 38411（3番人気）� 46307（2番人気）� 8732（9番人気）
枠連票数 計 141376 的中 （5－8） 19194（2番人気）
馬連票数 計 324367 的中 �� 17060（3番人気）
馬単票数 計 164161 的中 �� 3866（10番人気）
ワイド票数 計 224120 的中 �� 9549（5番人気）�� 2169（32番人気）�� 2657（25番人気）
3連複票数 計 453924 的中 ��� 2644（43番人気）
3連単票数 計 608867 的中 ��� 795（189番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．5―12．6―13．2―12．7―12．6―12．6―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．6―42．2―55．4―1：08．1―1：20．7―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハ シ カ ミ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．1．31 京都6着

2013．5．10生 牡4青鹿 母 ア オ バ 母母 ハ ツ ハ ル 16戦2勝 賞金 24，050，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 セカンドエフォート号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウトビザル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月8日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ガンマーフォンテン号・サンマルトゥーレ号・ダイメイホークス号・マテラアリオン号

11010 4月8日 曇 良 （29福島1）第1日 第10競走 ��
��2，000�ひ め さ ゆ り 賞

発走14時50分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

福島ロータリークラブ会長賞（1着）
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

56 ミッキースワロー 牡3鹿 56 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 488－ 61：59．9 7．1�
45 ドリームソルジャー 牡3栗 56 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 454－ 22：00．11� 6．4�

11 ショワドゥロワ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 490－ 42：00．31� 7．4�
711 グ リ ト ニ ル 牡3鹿 56 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 424＋ 22：00．51� 34．9�
33 ミッキーロイヤル 牡3鹿 56 坂井 瑠星野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 484－ 82：00．6	 11．2�
69 マイネルユニブラン 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 512－ 42：00．7クビ 21．4	
68 ウィズワンアセント 牡3鹿 56 加藤 祥太 
キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 502－ 42：01．01	 17．3�
57 キャリアベスト 牡3栗 56 杉原 誠人�明栄商事 小西 一男 新ひだか 増本牧場 496－ 62：01．21� 231．0�
812 インシュラー 牡3鹿 56 丸田 恭介 
シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 452－ 42：01．3	 4．2
813 シ シ オ ウ 牡3鹿 56 荻野 極 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 斉藤 崇史 新ひだか 棚川 光男 488－102：01．4
 5．5�
22 ユノディエール 牡3鹿 56 石橋 脩�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 446－ 22：01．61
 16．5�
44 ド ン リ ッ チ 牡3鹿 56 柴山 雄一山田 貢一氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504－ 42：01．91	 11．3�
710 エヴェリーナ 牝3栗 54 丸山 元気
大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 482± 02：04．7大差 31．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，712，100円 複勝： 42，184，100円 枠連： 17，327，000円
馬連： 57，209，600円 馬単： 28，254，500円 ワイド： 35，271，600円
3連複： 80，167，000円 3連単： 101，997，800円 計： 391，123，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 230円 � 220円 � 210円 枠 連（4－5） 1，400円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 4，280円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，020円 �� 860円

3 連 複 ��� 4，480円 3 連 単 ��� 25，740円

票 数

単勝票数 計 287121 的中 � 31992（4番人気）
複勝票数 計 421841 的中 � 45578（5番人気）� 49201（4番人気）� 54123（3番人気）
枠連票数 計 173270 的中 （4－5） 9566（6番人気）
馬連票数 計 572096 的中 �� 20532（3番人気）
馬単票数 計 282545 的中 �� 4945（10番人気）
ワイド票数 計 352716 的中 �� 10215（6番人気）�� 8843（9番人気）�� 10621（4番人気）
3連複票数 計 801670 的中 ��� 13393（3番人気）
3連単票数 計1019978 的中 ��� 2872（24番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．3―13．1―11．6―12．2―12．3―11．8―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．1―49．2―1：00．8―1：13．0―1：25．3―1：37．1―1：48．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ミッキースワロー �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．2．25 中山5着

2014．2．26生 牡3鹿 母 マドレボニータ 母母 ツィンクルブライド 3戦2勝 賞金 15，929，000円
〔制裁〕 ミッキースワロー号の騎手菊沢一樹は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番）

グリトニル号の騎手�島克駿は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7番・8番）



11011 4月8日 曇 良 （29福島1）第1日 第11競走 ��
��1，200�

あ づ ま こ ふ じ

吾 妻 小 富 士 賞
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，28．4．9以降29．4．2まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

福島市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：07．0
1：06．5

良
良

23 エリーティアラ 牝5青鹿54 木幡 初也谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B472± 01：08．0 20．6�
12 � フジノパンサー 牡4鹿 56 横山 和生久保 佳和氏 古賀 史生 新ひだか 岡田スタツド 496－12 〃 ハナ 3．4�
611 トシストロング 牡6鹿 55 勝浦 正樹上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 478＋ 41：08．31� 4．6�
816 ミエノドリーマー 牡4栗 54 黛 弘人里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 448－ 81：08．4� 92．8�
36 レヴァンタール 	8鹿 51 丸田 恭介岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 452－ 21：08．5クビ 65．2�
510 デンコウヒノマル 牡6栗 53 田中 健田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 484－ 2 〃 アタマ 112．8�
11 リルティングインク 牝4黒鹿51 藤田菜七子 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 444－ 2 〃 クビ 18．2

47 エルカミーノレアル 牡6鹿 55 小崎 綾也広尾レース	 小崎 憲 浦河 桑田牧場 B500＋ 81：08．6
 41．0�
612 オ フ ク ヒ メ 牝4黒鹿52 荻野 琢真山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 444± 01：08．7アタマ 15．9�
713� ダイアモンドノーム 牝4栗 52 嶋田 純次友水 達也氏 中野 栄治 日高 木村牧場 430± 01：08．8� 40．6
35 � レインボーラヴラヴ 牝6青鹿53 津村 明秀飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 B458－ 61：08．9
 11．4�
48 リッパーザウィン 牡5栗 56 坂井 瑠星	ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 518－ 2 〃 ハナ 5．2�
815 ファンデルワールス 	8鹿 55 西田雄一郎 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 488－121：09．0クビ 55．4�
24 レオパルディナ 牝5鹿 53 古川 吉洋 �キャロットファーム 高橋 康之 平取 坂東牧場 456＋ 4 〃 ハナ 29．5�
714 ハ ピ ネ ス 牝6黒鹿54 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 41：09．21� 7．1�
59 ベルモントラハイナ 牝6鹿 52 丸山 元気�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 478± 01：09．83
 35．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，537，800円 複勝： 58，243，300円 枠連： 31，092，900円
馬連： 132，122，600円 馬単： 52，359，300円 ワイド： 67，143，400円
3連複： 192，577，400円 3連単： 244，994，800円 計： 818，071，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 410円 � 170円 � 190円 枠 連（1－2） 1，720円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 7，570円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，730円 �� 560円

3 連 複 ��� 5，060円 3 連 単 ��� 42，150円

票 数

単勝票数 計 395378 的中 � 15304（8番人気）
複勝票数 計 582433 的中 � 29141（7番人気）� 105095（1番人気）� 85451（2番人気）
枠連票数 計 310929 的中 （1－2） 13954（8番人気）
馬連票数 計1321226 的中 �� 39966（8番人気）
馬単票数 計 523593 的中 �� 5186（24番人気）
ワイド票数 計 671434 的中 �� 15667（10番人気）�� 9555（18番人気）�� 32209（3番人気）
3連複票数 計1925774 的中 ��� 28508（11番人気）
3連単票数 計2449948 的中 ��� 4214（106番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．0―11．5―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．4―44．9―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリーティアラ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．22 東京12着

2012．5．4生 牝5青鹿 母 ペイルローズ 母母 オレンジカラー 27戦4勝 賞金 69，382，000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。
（非抽選馬） 2頭 サビーナクレスタ号・ヤマニンマンドール号

11012 4月8日 曇 良 （29福島1）第1日 第12競走 ��2，000�
こ お り

桑 折 特 別
発走16時00分 （芝・右）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，55�
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

23 アイスコールド 牝4鹿 55 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470－ 21：59．4 12．4�

35 ヒメタチバナ 牝4黒鹿55 丸田 恭介岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 468± 0 〃 クビ 3．6�
714 ラブリーアモン 牝4青 55 丸山 元気平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 482＋ 21：59．61� 6．0�
24 � ダブルフラワー 牝5栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 486－ 61：59．7� 5．5�
713 テイエムフタエマル 牝5鹿 55 田中 健竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 476－ 41：59．8� 27．3�
510 マコトクラダリング 牝4鹿 55 柴山 雄一	ディアマント 	島 一歩 安平 ノーザンファーム 502－10 〃 ハナ 121．5

12 クイックモーション 牝4鹿 55 津村 明秀 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 452－ 62：00．11� 6．1�
611 サトノオニキス 牝4黒鹿55 坂井 瑠星里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 424＋ 42：00．2
 22．7�
48 ジャポニカーラ 牝5黒鹿55 横山 和生 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 412－ 42：00．3クビ 7．9
47 レッドアルカナ 牝4鹿 55 杉原 誠人 	東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B474－ 6 〃 クビ 60．5�
815 トモジャクール 牝4黒鹿55 原田 和真吉冨 学氏 栗田 徹 浦河 笹島 政信 B440± 02：00．51� 65．9�
36 ガーネットバローズ 牝4鹿 55 川須 栄彦猪熊 広次氏 奥村 武 新冠 村本牧場 462－ 22：00．6クビ 178．2�
59 ヴァンデミエール 牝6鹿 55 伊藤 工真�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 22：00．7
 26．2�
816 アフィニータ 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 480－ 22：00．8クビ 12．1�
612 ゴージャスガール 牝5黒鹿55 西田雄一郎飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 450－102：00．9
 85．3�
11 アイアムプレシャス 牝4黒鹿55 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 476－152：04．5大差 158．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，282，900円 複勝： 50，630，800円 枠連： 19，885，200円
馬連： 75，243，800円 馬単： 31，114，500円 ワイド： 44，463，400円
3連複： 108，252，800円 3連単： 132，805，400円 計： 494，678，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 370円 � 170円 � 230円 枠 連（2－3） 800円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 6，520円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，340円 �� 720円

3 連 複 ��� 6，860円 3 連 単 ��� 47，900円

票 数

単勝票数 計 322829 的中 � 20702（7番人気）
複勝票数 計 506308 的中 � 29661（7番人気）� 88417（2番人気）� 56762（4番人気）
枠連票数 計 198852 的中 （2－3） 19193（1番人気）
馬連票数 計 752438 的中 �� 20544（12番人気）
馬単票数 計 311145 的中 �� 3574（29番人気）
ワイド票数 計 444634 的中 �� 10301（12番人気）�� 8377（19番人気）�� 16320（5番人気）
3連複票数 計1082528 的中 ��� 11823（21番人気）
3連単票数 計1328054 的中 ��� 2010（162番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．7―35．4―47．9―1：00．4―1：11．9―1：23．6―1：35．2―1：46．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイスコールド �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Red Ransom デビュー 2015．10．10 東京4着

2013．5．5生 牝4鹿 母 デザートチル 母母 Storm Song 11戦2勝 賞金 22，305，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 ヒメタチバナ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイアムプレシャス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月8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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アルマレイモミ号・ブランダルジャン号・メイショウメリリー号



（29福島1）第1日 4月8日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

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
厩務員出走奨励金

189，030，000円
2，530，000円
11，140，000円
1，530，000円
20，880，000円
70，349，000円
6，335，600円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
245，993，000円
393，040，600円
163，404，900円
525，504，000円
250，311，800円
330，245，400円
772，631，500円
977，453，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 3，658，584，200円

総入場人員 8，800名 （有料入場人員 7，395名）
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