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11025 4月15日 曇 良 （29福島1）第3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

48 カ レ ン 牝3栗 54
52 △井上 敏樹�ミルファーム 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 462－ 61：10．0 72．7�

714 リンガスネオ 牡3黒鹿 56
54 △木幡 初也伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 476－ 6 〃 クビ 1．5�

612� クロースリーニット 牡3鹿 56 勝浦 正樹飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-
take Iida 524－101：10．53 3．5�

59 エイシンブリッツ 牡3栗 56 石橋 脩�栄進堂 川村 禎彦 浦河 川越ファーム 480－ 41：10．6クビ 10．9�
611 オコルデヤスシ 牡3黒鹿56 丸田 恭介西本 資史氏 石毛 善彦 むかわ 市川牧場 430－ 21：11．23� 20．0	
47 トーヨーエース 牡3鹿 56

55 ☆	島 克駿中嶋 宏氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 478± 01：11．3
 21．6

23 ハロウィンスター 牝3栗 54 丹内 祐次 Him Rock Racing 的場 均 日高 タバタファーム 464＋ 21：11．4� 70．9�
713 スズカコスモス 牝3栗 54 菱田 裕二永井 啓弍氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 494＋ 41：11．72 22．5�
35 ハクサンステラ 牝3鹿 54 横山 和生河﨑 五市氏 古賀 史生 浦河 谷口牧場 424 ―1：11．8クビ 74．7
24 ビーバップルーラー 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 454－181：11．9� 114．8�
815 アスターフローラ 牝3栗 54

52 △坂井 瑠星加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 446－14 〃 アタマ 114．2�
12 プルメリアワン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也助川 啓一氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 456＋ 41：12．11� 221．8�
36 タガノアルーア 牡3鹿 56

54 △城戸 義政八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 424－ 21：12．31 77．3�

510 シゲルポインター 牡3鹿 56 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 浦河 王蔵牧場 452－ 21：12．4
 164．7�
11 トミケンファニキア 牝3鹿 54 西村 太一冨樫 賢二氏 南田美知雄 新ひだか 池田牧場 484 ―1：12．93 145．8�
816 マイネフレッシュ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 466 ―1：13．64 52．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，387，800円 複勝： 57，879，900円 枠連： 10，444，200円
馬連： 33，364，200円 馬単： 20，798，000円 ワイド： 21，630，100円
3連複： 47，427，400円 3連単： 75，909，700円 計： 283，841，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，270円 複 勝 � 580円 � 110円 � 120円 枠 連（4－7） 890円

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 14，630円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，620円 �� 140円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 41，560円

票 数

単勝票数 計 163878 的中 � 1801（9番人気）
複勝票数 計 578799 的中 � 4322（9番人気）� 439932（1番人気）� 52685（2番人気）
枠連票数 計 104442 的中 （4－7） 9046（3番人気）
馬連票数 計 333642 的中 �� 6956（10番人気）
馬単票数 計 207980 的中 �� 1066（26番人気）
ワイド票数 計 216301 的中 �� 3796（10番人気）�� 2506（17番人気）�� 59639（1番人気）
3連複票数 計 474274 的中 ��� 12447（7番人気）
3連単票数 計 759097 的中 ��� 1324（107番人気）

ハロンタイム 9．6―11．3―11．4―12．0―12．6―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ レ ン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．8．20 新潟6着

2014．4．3生 牝3栗 母 ヴェルナッツァ 母母 Fall Fashion 7戦1勝 賞金 5，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スマートバッカス号

11026 4月15日 曇 良 （29福島1）第3日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時15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
1：07．0
1：06．5

良
良

510 ブライティアサイト 牝3黒鹿 54
52 △木幡 初也小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 474＋121：10．2 4．3�

35 デルマオフクロサン 牝3黒鹿54 西田雄一郎浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 442＋ 6 〃 アタマ 4．4�
47 ネオヴェルモット 牝3青鹿54 黛 弘人小林 仁幸氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 422＋ 41：10．41 4．3�
48 レッドフィエルテ 牝3鹿 54 横山 和生 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 浦河 信岡牧場 414＋ 61：10．61� 5．9�
12 リープリッヒターゲ 牝3青 54 菱田 裕二藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 464 ―1：10．7� 54．7�
23 ティーデュエル 牝3鹿 54 的場 勇人深見 富朗氏 的場 均 浦河 浦河小林牧場 422－ 61：10．91� 45．6	
612 トミケンリディカ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也冨樫 賢二氏 大和田 成 新冠 スカイビーチステーブル 410＋ 2 〃 クビ 31．8

36 トッテモイイコ 牝3鹿 54 丹内 祐次奥 裕嗣氏 菊川 正達 新ひだか 高橋フアーム 452 ―1：11．0� 17．7�
24 ルージュリアン 牝3黒鹿 54

51 ▲武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 木戸口牧場 438± 01：11．63� 51．9�
713 ヤマニンゲラノス 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼土井 肇氏 斉藤 崇史 浦河 廣田 伉助 462－ 21：11．81� 20．7
11 シャルムポワント 牝3芦 54

52 △井上 敏樹岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 428－ 61：11．9� 173．7�
714 マジカルナンバー 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太池谷 誠一氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 424＋12 〃 ハナ 78．0�
815 タマノプリマベーラ 牝3鹿 54 原田 和真玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 B458－ 61：12．0� 107．1�
59 スマイルプリティ 牝3鹿 54 秋山真一郎臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 476＋121：12．1� 12．0�
816 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 400－ 2 〃 ハナ 15．9�
611 メイキングアロー 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星飯田 良枝氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 454 ―1：13．69 33．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 12，745，700円 複勝： 19，405，000円 枠連： 10，408，300円
馬連： 27，705，700円 馬単： 14，728，200円 ワイド： 19，010，600円
3連複： 39，610，700円 3連単： 44，332，300円 計： 187，946，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 190円 � 140円 枠 連（3－5） 720円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 460円 �� 370円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 10，090円

票 数

単勝票数 計 127457 的中 � 23492（1番人気）
複勝票数 計 194050 的中 � 34235（2番人気）� 22759（4番人気）� 38055（1番人気）
枠連票数 計 104083 的中 （3－5） 11172（3番人気）
馬連票数 計 277057 的中 �� 19690（4番人気）
馬単票数 計 147282 的中 �� 5153（6番人気）
ワイド票数 計 190106 的中 �� 10439（3番人気）�� 13400（1番人気）�� 11436（2番人気）
3連複票数 計 396107 的中 ��� 16166（2番人気）
3連単票数 計 443323 的中 ��� 3184（14番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―11．6―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．3―45．9―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライティアサイト �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．10．23 東京2着

2014．5．9生 牝3黒鹿 母 ダイタクドルチェ 母母 ダイタクイチバン 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイキングアロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月15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。
（非当選馬） 1頭 ディアユリアザミ号
（非抽選馬） 1頭 セブンシーミノル号

第１回 福島競馬 第３日

追 加 記 事（第 1回福島競馬第 1日第 3競走）
〔その他〕　　トラムポルカ号は，競走中に疾病〔左第1指節種子骨々折〕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。



11027 4月15日 曇 良 （29福島1）第3日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時45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

47 ミスズバード 牡3鹿 56
54 △坂井 瑠星永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 B472－ 21：48．2 4．1�

815 レコンキスタ 牡3栗 56 石橋 脩村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 492－ 2 〃 クビ 5．9�
46 ニシノリヒト 牡3鹿 56 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 日西牧場 446± 01：48．62� 5．9�
22 ハギノシャーウッド 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 乾 皆雄 484－ 61：48．7� 13．6�
712 スズカフューラー 牡3栗 56

55 ☆義 英真永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 412－ 6 〃 クビ 4．3�
23 ディーエスファニー 牡3鹿 56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444－ 21：49．01� 34．8�
34 レ オ ネ ル 牡3黒鹿56 丸田 恭介	ラ・メール 田村 康仁 浦河 中脇 満 474－ 81：49．31� 24．3

58 メイショウカンキ 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿松本 好雄氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 464＋ 4 〃 クビ 33．2�
814 デルマタッシャデナ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 458± 01：49．4クビ 6．8�
11 ベルウッドスバル 牡3黒鹿56 杉原 誠人鈴木 照雄氏 坂口 正則 浦河 谷口牧場 490－ 21：49．5� 171．2
713 シ ロ イ バ ラ 牡3栗 56 西村 太一�和田牧場 和田 正道 日高 スマイルファーム 468± 01：50．24 55．0�
35 カシノワンパンチ 牡3鹿 56 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 前川 隆則 456－ 81：50．3� 48．5�
59 アドバンスクライ 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅髙橋 貴士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 436－161：50．61� 100．0�
611 メイショウコンドル 牡3栗 56

54 △城戸 義政松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 518＋161：50．7� 102．5�
610 ショーショーサ 牡3青鹿56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 494－ 41：51．65 16．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，707，600円 複勝： 21，163，600円 枠連： 11，685，400円
馬連： 26，379，600円 馬単： 14，226，000円 ワイド： 18，297，800円
3連複： 38，097，800円 3連単： 46，995，800円 計： 191，553，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 190円 � 190円 枠 連（4－8） 360円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 430円 �� 470円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 12，370円

票 数

単勝票数 計 147076 的中 � 28264（1番人気）
複勝票数 計 211636 的中 � 37225（1番人気）� 28602（4番人気）� 27631（5番人気）
枠連票数 計 116854 的中 （4－8） 24625（1番人気）
馬連票数 計 263796 的中 �� 15307（3番人気）
馬単票数 計 142260 的中 �� 4045（8番人気）
ワイド票数 計 182978 的中 �� 11272（2番人気）�� 9999（4番人気）�� 6832（9番人気）
3連複票数 計 380978 的中 ��� 11991（7番人気）
3連単票数 計 469958 的中 ��� 2753（34番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．1―12．8―12．9―12．6―12．8―13．1―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．5―43．3―56．2―1：08．8―1：21．6―1：34．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミスズバード �
�
父 サマーバード �

�
母父 More Than Ready デビュー 2017．1．22 中京14着

2014．4．25生 牡3鹿 母 スズカモンスーン 母母 ファッションアンドスタイル 5戦1勝 賞金 6，500，000円

11028 4月15日 曇 良 （29福島1）第3日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （芝・右）

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

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

510 メイショウミハル 牝3栗 54
52 △城戸 義政松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 468－ 41：48．8 4．4�

59 インヘリットデール 牝3鹿 54
53 ☆�島 克駿 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452－10 〃 アタマ 3．6�

12 ピンキージョーンズ 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 422－ 61：49．33 9．1�
48 ウインポプリ 牝3鹿 54

52 △木幡 初也�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 446－10 〃 ハナ 13．6�
35 ミッキークロス 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 巧也野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 420－ 6 〃 クビ 11．0	
714 メイグランデ 牝3青 54 石橋 脩千明牧場 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 474－ 61：49．4� 10．7

23 パラディラタン 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹堀 祥子氏 加藤 和宏 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438＋ 81：49．5� 77．5�

611 ティアップアンジュ 牝3鹿 54 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 442－ 41：49．82 48．7�
24 ステレオグラム 牝3青鹿54 吉田 隼人 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 486＋10 〃 アタマ 17．0
36 パイルーチェ 牝3栗 54 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 460± 01：50．01 4．5�
816 コントロヴェント 牝3鹿 54 菱田 裕二�G1レーシング 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 410－121：50．21� 57．7�
47 ベアスピード 牝3栗 54 秋山真一郎熊木 浩氏 高橋 康之 新ひだか 城地 清満 396－ 61：50．41� 31．7�
713 トーラスクイーン 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 442 ―1：51．03� 242．6�
815 バロックパール 牝3黒鹿54 西田雄一郎栗坂 崇氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前川 正美 420 ―1：51．21� 202．3�
612 ナックエンジェル 牝3青鹿54 勝浦 正樹小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 千代田牧場 450－36 〃 ハナ 132．3�
11 クリノミルキー 牝3鹿 54 酒井 学栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 有限会社

松田牧場 454＋10 〃 ハナ 198．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，225，700円 複勝： 25，671，700円 枠連： 12，204，200円
馬連： 31，678，700円 馬単： 16，642，200円 ワイド： 21，566，000円
3連複： 46，714，900円 3連単： 56，757，100円 計： 228，460，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 160円 � 200円 枠 連（5－5） 930円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 360円 �� 610円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 11，890円

票 数

単勝票数 計 172257 的中 � 31224（2番人気）
複勝票数 計 256717 的中 � 47475（2番人気）� 41270（3番人気）� 29388（4番人気）
枠連票数 計 122042 的中 （5－5） 10084（2番人気）
馬連票数 計 316787 的中 �� 27997（2番人気）
馬単票数 計 166422 的中 �� 6555（3番人気）
ワイド票数 計 215660 的中 �� 16320（2番人気）�� 8860（5番人気）�� 6648（8番人気）
3連複票数 計 467149 的中 ��� 13999（4番人気）
3連単票数 計 567571 的中 ��� 3460（14番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．6―13．1―12．2―11．8―11．8―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．1―49．2―1：01．4―1：13．2―1：25．0―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウミハル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kris S. デビュー 2017．1．7 京都4着

2014．3．24生 牝3栗 母 アルペンローズ 母母 Amizette 4戦1勝 賞金 9，200，000円
〔制裁〕 パラディラタン号の騎手菊沢一樹は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：1番）



11029 4月15日 曇 良 （29福島1）第3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

12 イ ロ ハ 牝3鹿 54 秋山真一郎山住 勲氏 牧田 和弥 新ひだか チャンピオンズファーム 426± 01：10．1 7．3�
47 ソルティピース 牝3黒鹿54 菱田 裕二鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 440± 0 〃 アタマ 6．1�
24 ワンオブクインズ 牝3鹿 54

52 △木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 464－10 〃 ハナ 5．3�
48 ア プ ト 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438－ 81：10．2� 3．5�

59 ディアパリス 牡3鹿 56
54 △坂井 瑠星ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 小島牧場 446－101：10．41� 20．7�

11 セ イ ソ 牝3鹿 54
52 △井上 敏樹	ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 400－ 4 〃 ハナ 70．0


36 メイショウワンモア 牝3鹿 54 石橋 脩松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 452－181：10．71� 16．6�
510 セイカファシノーザ 牝3黒鹿54 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 406－ 81：10．8	 116．9�
612 クインズアイザ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 426＋141：11．01	 46．4
816 ヘルデンレーベン 牡3鹿 56 丸山 元気 	社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 506－ 81：11．21� 4．8�
714 セクイアデンドロン 牡3鹿 56 丹内 祐次塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 456－10 〃 ハナ 148．5�
23 
 クィーンズロード 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也林 正道氏 橋口 慎介 米 Joe Engel-
hart 498＋12 〃 アタマ 37．0�

611 ミュルミューレ 牝3芦 54
52 △城戸 義政藤田 孟司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 忠幸 416－ 41：11．3� 17．5�

713 フ ァ ヌ エ ル 牝3黒鹿 54
51 ▲武藤 雅岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 山際牧場 410－ 41：12．04 91．0�

35 クリノアミナ 牝3鹿 54 酒井 学栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 日西牧場 480－ 41：12．32 168．4�
815 メ イ ア リ ス 牝3鹿 54 西田雄一郎千明牧場 岩戸 孝樹 浦河 千明牧場 412－ 21：12．4クビ 78．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，490，300円 複勝： 21，692，600円 枠連： 11，859，200円
馬連： 30，792，200円 馬単： 16，323，900円 ワイド： 21，222，200円
3連複： 42，677，900円 3連単： 54，562，000円 計： 215，620，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 210円 � 160円 � 160円 枠 連（1－4） 690円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 510円 �� 560円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 14，180円

票 数

単勝票数 計 164903 的中 � 17972（5番人気）
複勝票数 計 216926 的中 � 24069（5番人気）� 36238（2番人気）� 37536（1番人気）
枠連票数 計 118592 的中 （1－4） 13152（3番人気）
馬連票数 計 307922 的中 �� 15011（7番人気）
馬単票数 計 163239 的中 �� 3646（14番人気）
ワイド票数 計 212222 的中 �� 10640（4番人気）�� 9508（6番人気）�� 13330（1番人気）
3連複票数 計 426779 的中 ��� 14008（5番人気）
3連単票数 計 545620 的中 ��� 2789（32番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．1―11．9―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．3―46．2―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ ロ ハ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Hussonet デビュー 2016．12．10 阪神5着

2014．5．3生 牝3鹿 母 ノーブルストーン 母母 Lace Wing 4戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走状況〕 メイアリス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 グラスハーモニー号・ケイティクロス号・パルクリール号・レランパゴ号

11030 4月15日 曇 良 （29福島1）第3日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時35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
1：57．3
1：56．1

良
良

47 ウインベラシアス 牡3栗 56
55 ☆木幡 巧也�ウイン 西園 正都 日高 荒井ファーム 484± 02：00．9 2．1�

816 ロ キ 牡3黒鹿56 酒井 学野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 林 孝輝 458－102：01．0� 4．4�
11 オメガガーディアン 牡3鹿 56 石橋 脩原 �子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 544－14 〃 アタマ 5．7�
24 フェアリーパウダー 牝3黒鹿54 横山 和生寺田千代乃氏 松永 幹夫 日高 下河辺牧場 448－182：01．1� 12．1�
35 デ ィ ー チ ェ 牝3栗 54 丸田 恭介�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム B436－ 82：01．63 29．5�
612 クオリティスタート 牝3栗 54 勝浦 正樹大谷 正嗣氏 尾形 和幸 平取 坂東牧場 506－ 82：01．7� 12．9	
48 グラスセレーネ 牝3栗 54 杉原 誠人半沢
 佐藤 吉勝 新ひだか 松田牧場 420－102：02．33� 233．2�
23 グロールタイガー 牡3鹿 56 伊藤 工真
ミルファーム 宗像 義忠 浦河 ミルファーム 458－ 42：02．4� 15．9�
510 サンピッツバーグ 牝3鹿 54 黛 弘人 �加藤ステーブル 田島 俊明 日高 有限会社

ケイズ 416－ 4 〃 クビ 35．6
815 ディレットーレ 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 442－122：02．5� 41．7�

36 ケイツールピー 牝3鹿 54
51 ▲横山 武史楠本 勝美氏 柴田 政人 新冠 柏木 一則 408－ 82：02．92� 78．2�

713 ベリンダジーク 牝3黒鹿54 菱田 裕二 
フジワラ・ファーム 浜田多実雄 新ひだか フジワラフアーム 506 ― 〃 クビ 84．2�
12 ゴーフォーザベスト 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子前田 剛氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 440－142：03．1� 103．9�
59 グリーンジャケット 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星
リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 492－ 22：03．2� 40．5�
611 プリンセスアイリス 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿山内 晃氏 和田正一郎 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444－202：03．3� 266．2�

714 テンゴールドラブ 牝3青鹿 54
51 ▲木幡 育也天白 泰司氏 尾形 和幸 新冠 佐藤牧場 422－102：04．04 242．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，172，200円 複勝： 22，018，500円 枠連： 10，182，100円
馬連： 29，252，500円 馬単： 15，963，100円 ワイド： 20，868，500円
3連複： 41，891，400円 3連単： 52，435，100円 計： 209，783，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 150円 � 160円 枠 連（4－8） 500円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 210円 �� 320円 �� 450円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 2，990円

票 数

単勝票数 計 171722 的中 � 64933（1番人気）
複勝票数 計 220185 的中 � 56813（1番人気）� 36212（2番人気）� 30100（3番人気）
枠連票数 計 101821 的中 （4－8） 15721（1番人気）
馬連票数 計 292525 的中 �� 46865（1番人気）
馬単票数 計 159631 的中 �� 16188（1番人気）
ワイド票数 計 208685 的中 �� 28877（1番人気）�� 16103（2番人気）�� 10441（5番人気）
3連複票数 計 418914 的中 ��� 35640（1番人気）
3連単票数 計 524351 的中 ��� 12688（1番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．5―13．0―12．8―11．8―12．1―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．1―34．5―47．0―1：00．0―1：12．8―1：24．6―1：36．7―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインベラシアス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Yes It’s True デビュー 2016．10．9 京都4着

2014．5．21生 牡3栗 母 アイアムトゥルー 母母 Safety Deposit 8戦1勝 賞金 10，150，000円
〔発走状況〕 グリーンジャケット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 コスモエアターン号



11031 4月15日 曇 良 （29福島1）第3日 第7競走 ��1，150�サラブレッド系4歳以上
発走13時05分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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
1：06．9
1：06．9

良
良

816 オージーアイドル 牝5鹿 55
52 ▲木幡 育也窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 452± 01：09．6 11．8�

24 ティアップブロンド 牝5栗 55
53 △坂井 瑠星田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B504－141：09．81 4．8�

11 オリエンタルダンス 牝5黒鹿 55
54 ☆�島 克駿 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－101：10．43� 14．2�
47 サンマルメジャール 牝5鹿 55

54 ☆加藤 祥太相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 454－ 8 〃 クビ 34．8�
714 ノボホウセイ 牝4栗 55 津村 明秀�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 490－ 81：10．5クビ 2．6	
12 トウカイマインド 牝6鹿 55 横山 和生内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 460－10 〃 ハナ 57．8

23 タキオンレディー 牝5栗 55

54 ☆岩崎 翼�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 456＋ 21：10．71� 9．8�
48 � インソムニア 牝5黒鹿55 平野 優窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 浦河 谷川牧場 480＋161：10．8	 178．6�
612� チビノヴァルタン 牝4鹿 55 原田 和真梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 454－121：10．9	 10．1
35 モズワッショイ 牝4黒鹿55 吉田 隼人 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 414－ 81：11．0	 8．2�
36 � セ イ ザ ン 牝4栗 55

53 △井上 敏樹久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 438－ 61：11．21
 168．9�
510 ペイシャオトメ 牝4鹿 55

54 ☆義 英真北所 直人氏 竹内 正洋 浦河 梅田牧場 B474＋ 8 〃 ハナ 17．7�
59 プラトロッソ 牝4黒鹿55 丸山 元気�Basic 根本 康広 日高 森永牧場 462± 0 〃 クビ 101．5�
815 ロイヤルフレア 牝4鹿 55 丸田 恭介片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 440＋161：11．3� 23．6�
713 ユキノマルガリータ 牝7鹿 55 黛 弘人井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 472± 01：11．51 45．6�
611� ヤマカツセレーヌ 牝5栗 55 菱田 裕二山田 和夫氏 杉山 晴紀 日高 中原牧場 438－151：13．110 239．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，865，600円 複勝： 26，508，400円 枠連： 11，247，000円
馬連： 32，085，800円 馬単： 16，007，200円 ワイド： 22，002，500円
3連複： 43，820，200円 3連単： 55，630，400円 計： 225，167，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 350円 � 210円 � 440円 枠 連（2－8） 980円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 6，230円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 2，110円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 10，380円 3 連 単 ��� 62，720円

票 数

単勝票数 計 178656 的中 � 12043（6番人気）
複勝票数 計 265084 的中 � 18634（5番人気）� 38668（2番人気）� 14092（7番人気）
枠連票数 計 112470 的中 （2－8） 8857（3番人気）
馬連票数 計 320858 的中 �� 9127（10番人気）
馬単票数 計 160072 的中 �� 1927（24番人気）
ワイド票数 計 220025 的中 �� 4994（12番人気）�� 2633（25番人気）�� 4987（13番人気）
3連複票数 計 438202 的中 ��� 3165（35番人気）
3連単票数 計 556304 的中 ��� 643（211番人気）

ハロンタイム 9．6―11．2―11．8―12．2―12．2―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．8―32．6―44．8―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．0
3 ・（1，3）16（5，14）（4，9，13，15）7（2，10，12）－（8，6）11 4 ・（1，3）16（4，14）（7，5，15）（9，13）2（10，12）－8，6－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オージーアイドル �
�
父 スニッツェル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．7．5 函館5着

2012．3．31生 牝5鹿 母 フレンチアイドル 母母 スティンガー 22戦2勝 賞金 23，600，000円
［他本会外：1戦0勝］

11032 4月15日 曇 良 （29福島1）第3日 第8競走 1，200�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 7，500，000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

23 ラホーヤビーチ 牝5青鹿 55
52 ▲菊沢 一樹 �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 472＋101：09．3 39．2�
612 ゲンキチハヤブサ �5栗 57

56 ☆�島 克駿荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン
牧場 452－ 61：09．4� 16．2�

47 ブランデーグラス 牡4栗 57
56 ☆木幡 巧也 �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 478± 0 〃 アタマ 8．3�
714� ウォークロニクル 牝5青鹿 55

53 △木幡 初也 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 クビ 4．8�
24 メイショウベニフジ 牝4黒鹿 55

53 △伴 啓太松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 434－ 81：09．61� 30．8	
510 ラッキーボックス 牝4鹿 55

53 △井上 敏樹 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464－ 8 〃 ハナ 2．8


35 ポルボローネ 牝5栗 55
53 △城戸 義政小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 430－ 61：09．91� 8．1�

815 ケイアイヴァーゲ 牡7鹿 57
56 ☆加藤 祥太亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 日進牧場 450＋ 41：10．0	 9．2�

59 � ムーンドロップ 牡6鹿 57
54 ▲横山 武史�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 454＋ 21：10．1クビ 17．7

11 � ブリーズドゥメール 牝4青鹿55 杉原 誠人村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 ハナ 65．8�
36 コーディネーター 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 496＋ 8 〃 ハナ 35．6�
12 ジェルミナーレ 牝4鹿 55 原田 和真�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 丸幸小林牧場 440＋ 61：10．2� 27．7�
816 ヒ ワ ラ ニ 牝4鹿 55

52 ▲富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 456－141：10．3� 22．1�
713 ピ ナ ク ル ズ 牡4黒鹿 57

56 ☆小崎 綾也ライオンレースホース� 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 510＋ 21：11．25 36．6�
611� ア ナ ト リ ア 牡4鹿 57

54 ▲木幡 育也藤田 在子氏 蛯名 利弘 日高 天羽 禮治 476＋ 81：11．73 118．8�
48 プリンシアラッテオ 牝4青鹿55 嶋田 純次芳川 貴行氏 高橋 文雅 浦河 高村牧場 B468－ 61：12．97 103．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，461，000円 複勝： 26，427，800円 枠連： 12，009，500円
馬連： 35，209，000円 馬単： 17，690，200円 ワイド： 23，726，800円
3連複： 48，417，900円 3連単： 62，728，100円 計： 245，670，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，920円 複 勝 � 1，060円 � 390円 � 270円 枠 連（2－6） 9，450円

馬 連 �� 28，390円 馬 単 �� 80，410円

ワ イ ド �� 6，930円 �� 5，920円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 89，000円 3 連 単 ��� 622，980円

票 数

単勝票数 計 194610 的中 � 3963（13番人気）
複勝票数 計 264278 的中 � 5723（12番人気）� 17897（6番人気）� 28713（3番人気）
枠連票数 計 120095 的中 （2－6） 984（30番人気）
馬連票数 計 352090 的中 �� 961（73番人気）
馬単票数 計 176902 的中 �� 165（166番人気）
ワイド票数 計 237268 的中 �� 876（70番人気）�� 1028（65番人気）�� 2781（26番人気）
3連複票数 計 484179 的中 ��� 408（242番人気）
3連単票数 計 627281 的中 ��� 73（1490番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．6―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．0―45．6―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラホーヤビーチ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2014．10．14 京都14着

2012．3．27生 牝5青鹿 母 エアラホーヤ 母母 テンザンストーム 15戦2勝 賞金 15，400，000円
〔制裁〕 ブランデーグラス号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成29年4月22日から平成29年

4月30日まで騎乗停止。（被害馬：12番・14番）
〔その他〕 プリンシアラッテオ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ウエスタンビジュー号



11033 4月15日 曇 良 （29福島1）第3日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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 � アポロノホウリン 牡4鹿 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 天羽 禮治 482－121：46．9 16．7�
611 ケルンウィナー 牡6栗 57

56 ☆小崎 綾也谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育
成牧場 502－121：47．53� 5．2�

47 サ ン ペ ド ロ 牡4栗 57
56 ☆木幡 巧也�ラ・メール 田村 康仁 日高 豊洋牧場 462－ 61：47．6� 2．9�

814 メイショウダッサイ 牡4黒鹿 57
56 ☆義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 484－ 41：47．91� 20．5�

58 メイプルケプラー 牝4栗 55 宮崎 北斗節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 飯岡牧場 488＋181：48．11	 16．7�
34 クールジョーカー 牡6黒鹿57 柴田 未崎小林竜太郎氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 450－ 21：48．63 29．7	
712 トウシンタイガー 
4鹿 57 菱田 裕二�サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 488－141：49．02� 5．8

610 マテラアリオン 牡4黒鹿57 中井 裕二大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 478± 0 〃 アタマ 10．4�
46 メジャースターダム 
4栗 57 伊藤 工真伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 556－101：49．63� 34．0�
22 � ビ ー ハ グ 
5黒鹿57 原田 和真岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム B464－ 4 〃 クビ 10．2
815 ファーストオーサー 牡6黒鹿57 横山 和生石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 480－ 41：49．92 117．5�
35 バイオレットムーン 牡7栗 57 酒井 学池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 502＋ 21：50．32� 95．0�
11 シャインレッド 牡4鹿 57 吉田 隼人了德寺健二氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 522＋ 21：51．57 11．8�
713� サンマルトゥーレ 牡4芦 57 杉原 誠人相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 B468－ 81：51．81� 192．9�
59 フラッシュバイオ 牝6鹿 55

54 ☆�島 克駿バイオ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 438－ 81：55．1大差 50．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，054，300円 複勝： 23，829，700円 枠連： 11，967，600円
馬連： 34，806，700円 馬単： 18，919，100円 ワイド： 23，842，400円
3連複： 49，494，400円 3連単： 66，768，400円 計： 246，682，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 320円 � 170円 � 140円 枠 連（2－6） 990円

馬 連 �� 4，320円 馬 単 �� 8，110円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 780円 �� 340円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 31，650円

票 数

単勝票数 計 170543 的中 � 8161（7番人気）
複勝票数 計 238297 的中 � 14599（7番人気）� 36768（2番人気）� 54462（1番人気）
枠連票数 計 119676 的中 （2－6） 9300（5番人気）
馬連票数 計 348067 的中 �� 6237（17番人気）
馬単票数 計 189191 的中 �� 1749（31番人気）
ワイド票数 計 238424 的中 �� 3802（18番人気）�� 7602（6番人気）�� 19663（1番人気）
3連複票数 計 494944 的中 ��� 10635（6番人気）
3連単票数 計 667684 的中 ��� 1529（91番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．0―42．6―55．5―1：08．1―1：20．7―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アポロノホウリン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Saint Liam

2013．4．18生 牡4鹿 母 アポロジャスミン 母母 Bernstein’s Babe 15戦1勝 賞金 11，700，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 フラッシュバイオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月15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 スマートダイバー号

11034 4月15日 曇 良 （29福島1）第3日 第10競走 ��
��1，200�

ゆき

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

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

48 レジーナフォルテ 牝3黒鹿54 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 486－ 41：10．0 11．0�
23 タケショウベスト 牝3鹿 54 木幡 巧也�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 444－ 61：10．1� 4．7�
816 ブレイヴバローズ 牡3黒鹿56 秋山真一郎猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 B476＋121：10．31� 2．3�
713 トーホウビスカヤ 牝3鹿 54 	島 克駿東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 484－ 6 〃 ハナ 18．5�
35 カ ロ ス 牡3栗 56 義 英真 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 浦河 山田 昇史 478－ 4 〃 アタマ 10．8	
12 ソ ー ビ ッ ク 牝3鹿 54 丸田 恭介澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 浦河 酒井牧場 B394－101：10．4クビ 49．8

510 ビックリシタナモー 牡3黒鹿56 石橋 脩小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 494－10 〃 クビ 16．1�
11 カシノロマンス 牝3黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド 420－ 41：10．61 18．8�
714 スズカグラーテ 牝3黒鹿54 菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 432－ 81：10．81� 24．5
59 ウ ラ ン ゲ ル 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 400－121：11．01� 29．2�
611 サンバダンサー 牝3栗 54 宮崎 北斗グリーンスウォード和田 正道 浦河 カナイシスタッド 430－ 2 〃 アタマ 97．1�
815 イヴノオモイデ 牝3鹿 54 西田雄一郎嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 430－ 21：11．21� 29．4�
36 コマノレジェンド 牝3黒鹿54 吉田 隼人長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 456－ 8 〃 アタマ 14．0�
24 オイカケマショウ 牡3鹿 56 坂井 瑠星小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 446－121：11．4� 30．8�
612 インフルエンサー 牡3鹿 56 勝浦 正樹中西 功氏 谷原 義明 浦河 中村 雅明 438－ 81：11．93 95．0�
47 ル ミ ノ ー ザ 牝3黒鹿54 酒井 学河村 祥史氏 天間 昭一 浦河 吉田 又治 464＋ 41：12．64 167．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，860，900円 複勝： 37，227，200円 枠連： 19，133，200円
馬連： 59，534，900円 馬単： 31，149，000円 ワイド： 38，715，200円
3連複： 88，118，800円 3連単： 115，715，100円 計： 414，454，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 260円 � 150円 � 110円 枠 連（2－4） 2，980円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 9，010円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 620円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 28，540円

票 数

単勝票数 計 248609 的中 � 17989（4番人気）
複勝票数 計 372272 的中 � 24972（4番人気）� 61182（2番人気）� 114593（1番人気）
枠連票数 計 191332 的中 （2－4） 4961（12番人気）
馬連票数 計 595349 的中 �� 12367（14番人気）
馬単票数 計 311490 的中 �� 2592（33番人気）
ワイド票数 計 387152 的中 �� 7676（12番人気）�� 15118（2番人気）�� 45866（1番人気）
3連複票数 計 881188 的中 ��� 27598（3番人気）
3連単票数 計1157151 的中 ��� 2939（58番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―11．7―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．5―46．2―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レジーナフォルテ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．7．9 福島6着

2014．3．28生 牝3黒鹿 母 ナイキトライアンフ 母母 ウィンヒストリー 10戦2勝 賞金 20，189，000円
※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） 7頭 エムオービーナス号・ゲンパチケンシン号・ザベストエバー号・ソレイユフルール号・ニシノヒナマツリ号・

ブランシュ号・ヤマニンベリンダ号



11035 4月15日 曇 良 （29福島1）第3日 第11競走 ��
��1，150�ラ ジ オ 福 島 賞

発走15時20分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

ラジオ福島賞（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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

48 サーティグランド 牡5鹿 57 義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 504－ 21：09．3 6．9�
59 ウインオスカー 牡4鹿 57 菱田 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 B496－101：09．4� 3．0�
714 ダブルフェイス 	6栗 57 吉田 隼人山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 514－ 21：09．82
 29．3�
713 ギャラクシーエクス 牡6黒鹿57 加藤 祥太 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 〃 ハナ 138．2�
815 タイセイラルーナ 牝4栗 55 丸山 元気田中 成奉氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 470－181：09．9� 22．3	
612 コンドルヒデオ 牡5鹿 57 岩崎 翼庄司 修二氏 牧浦 充徳 浦河 小島牧場 520＋ 61：10．0クビ 9．9

12 � テキスタイルアート 	5青鹿57 原田 和真岡田 壮史氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 476－ 4 〃 クビ 17．2�
36 � キングカーティス 牡5鹿 57 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 456± 01：10．1クビ 16．2�
816� ブロンズテーラー 牝6青鹿55 �島 克駿中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 458－ 6 〃 ハナ 7．1
47 サンライズトーク 	7芦 57 勝浦 正樹松岡 隆雄氏 渡辺 薫彦 新ひだか 鳥井牧場 494－ 61：10．2
 12．4�
11 キングソング 牡7鹿 57 津村 明秀松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 438－ 61：10．41 10．8�
24  アンクルダイチ 牡5鹿 57 石橋 脩塚本 能交氏 高橋 亮 米

Sheltowee Farm,
Tom McCrocklin &
Mark Toothaker

486－241：10．61
 17．1�
35 ブ ロ ワ 牝4黒鹿55 丸田 恭介�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 460± 0 〃 ハナ 20．1�
611� サウスキング 牡6黒鹿57 伊藤 工真南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 B478－ 81：10．81
 26．7�
23 � トキノシップー 	4青鹿57 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 480＋121：11．01 184．2�
510 レディーピンク 牝7鹿 55 井上 敏樹小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 452－101：12．27 172．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，835，700円 複勝： 54，582，000円 枠連： 37，416，900円
馬連： 138，298，000円 馬単： 55，797，800円 ワイド： 70，354，900円
3連複： 193，810，100円 3連単： 245，737，800円 計： 834，833，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 230円 � 150円 � 670円 枠 連（4－5） 800円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 630円 �� 2，890円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 15，010円 3 連 単 ��� 78，000円

票 数

単勝票数 計 388357 的中 � 44560（2番人気）
複勝票数 計 545820 的中 � 60339（3番人気）� 117856（1番人気）� 15830（13番人気）
枠連票数 計 374169 的中 （4－5） 36171（1番人気）
馬連票数 計1382980 的中 �� 77116（2番人気）
馬単票数 計 557978 的中 �� 13188（6番人気）
ワイド票数 計 703549 的中 �� 30251（2番人気）�� 6034（41番人気）�� 9134（24番人気）
3連複票数 計1938101 的中 ��� 9679（52番人気）
3連単票数 計2457378 的中 ��� 2284（256番人気）

ハロンタイム 9．2―11．2―11．8―12．0―12．5―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．2―20．4―32．2―44．2―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サーティグランド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Green Desert デビュー 2014．11．29 京都11着

2012．4．27生 牡5鹿 母 サ ザ ン カ 母母 Charming Life 24戦3勝 賞金 45，912，000円
〔制裁〕 コンドルヒデオ号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※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 グランデサムライ号・サンビショップ号・トーセンミッション号・メジェルダ号

11036 4月15日 曇 良 （29福島1）第3日 第12競走 ��
��2，000�

じ ょ う ど だ い ら

浄 土 平 特 別
発走16時00分 （芝・右）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 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

59 � スリーマキシマム 牡6鹿 57 坂井 瑠星永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 506－ 41：59．7 7．3�
36 コスモピクシス 牝4黒鹿55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 404＋ 21：59．8	 36．9�
611 マイネルプレッジ 牡6鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 440－ 42：00．01
 9．9�
24 ユウチェンジ 牡4黒鹿57 木幡 巧也�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 506＋ 4 〃 ハナ 2．6�
35 ジャストコーズ 牡4青鹿57 酒井 学 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B502± 02：00．1� 8．1	
11 � ブランダルジャン 牝5芦 55 木幡 初也河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 472－ 42：00．31
 55．5

612 カミノライデン �4鹿 57 西田雄一郎村上 正喜氏 浅野洋一郎 青森 ワールドファーム 438－102：00．4	 201．5�
23 メイショウフェイク 牡5鹿 57 横山 和生内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 502－12 〃 クビ 30．3�
12 ウインティアラ 牝5鹿 55 丸田 恭介�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 430＋ 42：00．61
 34．4
510 コスモアルヘナ 牡5青鹿57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 478－ 82：00．7	 18．1�
713 ドルフィンマーク �4黒鹿57 石橋 脩大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 508－ 62：00．91	 4．7�
47 ヤマニンナジャーハ 牝5黒鹿55 島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B434－14 〃 クビ 115．7�
816� メーテルリンク 牡4鹿 57 菱田 裕二近藤 英子氏 杉山 晴紀 伊達 宮井 孝典 470－ 42：01．43 29．2�
714 ヴァルコイネン 牡6芦 57 吉田 隼人吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B470± 02：01．72 13．3�
815 ブライティアスター 牝6黒鹿55 杉原 誠人小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 466－ 22：02．33	 81．2�
48 ソーアメージング 牡4鹿 57 勝浦 正樹 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 504－ 42：02．4クビ 103．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，813，300円 複勝： 43，481，000円 枠連： 24，740，800円
馬連： 81，768，600円 馬単： 37，271，900円 ワイド： 50，505，900円
3連複： 112，929，800円 3連単： 155，133，000円 計： 537，644，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 250円 � 740円 � 250円 枠 連（3－5） 2，020円

馬 連 �� 14，290円 馬 単 �� 25，430円

ワ イ ド �� 3，720円 �� 1，050円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 29，090円 3 連 単 ��� 200，120円

票 数

単勝票数 計 318133 的中 � 34478（3番人気）
複勝票数 計 434810 的中 � 50188（3番人気）� 12893（11番人気）� 48013（4番人気）
枠連票数 計 247408 的中 （3－5） 9469（8番人気）
馬連票数 計 817686 的中 �� 4432（39番人気）
馬単票数 計 372719 的中 �� 1099（73番人気）
ワイド票数 計 505059 的中 �� 3425（40番人気）�� 12769（9番人気）�� 4965（26番人気）
3連複票数 計1129298 的中 ��� 2911（87番人気）
3連単票数 計1551330 的中 ��� 562（555番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―35．2―47．4―59．8―1：11．7―1：23．2―1：35．1―1：47．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．5
1
3
・（9，10）13（2，5，15）4（1，16）7（3，8）11，14，12，6
9（10，16）（2，5，13）（15，4）（1，3）（11，7，8）（6，14）－12

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

勝馬の
紹 介

�スリーマキシマム �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ブライアンズタイム

2011．2．11生 牡6鹿 母 スリーローマン 母母 アコニットローマン 30戦1勝 賞金 18，585，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アルマレイモミ号・ヴォーチェ号
（非抽選馬） 3頭 ヴァンデミエール号・トーセンカナロア号・ビレッジソング号



（29福島1）第3日 4月15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 190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

167，600，000円
2，530，000円
14，280，000円
1，800，000円
18，500，000円
74，737，000円
4，914，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
244，620，100円
379，887，400円
183，298，400円
560，875，900円
275，516，600円
351，742，900円
793，011，300円
1，032，704，800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 3，821，657，400円

総入場人員 10，099名 （有料入場人員 8，605名）
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