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11037 4月16日 晴 良 （29福島1）第4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

713 メ ー テ ィ ス 牝3鹿 54 蛯名 正義ニットー商事� 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 434－ 21：11．4 4．7�
23 ヒハマタノボル 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也山本 武司氏 高市 圭二 新冠 村田牧場 454－ 21：11．5� 17．4�
714 オールトンパーク 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 田中 静一 462＋ 4 〃 クビ 8．7�
24 タイキブリジャール 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 454＋ 21：11．6� 3．8�

12 ティナカヌメ 牝3黒鹿54 内田 博幸澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田牧場 456＋ 41：12．13 7．1	
36 ウバトーバン 牝3青鹿 54

51 ▲菊沢 一樹石瀬 浩三氏 奥平 雅士 新冠 樋渡 志尚 444－ 41：12．2クビ 22．1

35 ムテキングス 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 飛野牧場 460－ 4 〃 クビ 6．8�
816 ノアキャッスル 牝3鹿 54 勝浦 正樹佐山 公男氏 尾形 和幸 平取 スガタ牧場 B478－ 41：12．3� 15．1�
510 ジ ッ テ 牡3鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 的場 均 浦河 中島牧場 468－ 41：12．51� 130．1
815 テラフォーマー 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486 ―1：12．81� 81．0�

47 サテンドール 牝3鹿 54
51 ▲富田 暁三田 昌宏氏 浅見 秀一 洞�湖 レイクヴィラファーム B458－ 21：13．33 10．9�

48 オトコマエジユウ 牡3芦 56
54 △伴 啓太西村新一郎氏 和田 雄二 青森 久保フアーム 448＋ 41：13．4� 198．1�

612 ポ ッ ド ガ ビ 牝3鹿 54 津村 明秀小川眞査雄氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 444－ 61：14．03� 28．5�
59 エマーブルクラルテ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 日高 増尾牧場 432 ―1：14．21� 45．2�
611 ロイヤルヒーロー 牡3栗 56

54 △木幡 初也本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 前田ファーム 490－ 21：14．83� 44．7�
11 ドゥマイモナーク 牡3栗 56

54 △井上 敏樹城戸 恵子氏 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 458＋12 （競走中止） 64．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，872，000円 複勝： 24，593，800円 枠連： 11，401，800円
馬連： 36，361，300円 馬単： 18，142，800円 ワイド： 24，832，000円
3連複： 55，917，000円 3連単： 64，177，800円 計： 249，298，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 430円 � 330円 枠 連（2－7） 540円

馬 連 �� 5，220円 馬 単 �� 8，570円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 740円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 12，240円 3 連 単 ��� 54，730円

票 数

単勝票数 計 138720 的中 � 23580（2番人気）
複勝票数 計 245938 的中 � 43062（2番人気）� 12852（8番人気）� 18221（5番人気）
枠連票数 計 114018 的中 （2－7） 16141（1番人気）
馬連票数 計 363613 的中 �� 5395（23番人気）
馬単票数 計 181428 的中 �� 1587（35番人気）
ワイド票数 計 248320 的中 �� 3748（23番人気）�� 9009（6番人気）�� 2040（35番人気）
3連複票数 計 559170 的中 ��� 3424（43番人気）
3連単票数 計 641778 的中 ��� 850（192番人気）

ハロンタイム 9．6―11．1―12．0―12．6―13．1―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．7―32．7―45．3―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メ ー テ ィ ス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2016．10．1 中山2着

2014．5．10生 牝3鹿 母 ハ ロ ー タ マ 母母 タマビッグエックス 5戦1勝 賞金 9，050，000円
〔競走中止〕 ドゥマイモナーク号は，競走中に疾病〔右第1指関節開放性脱臼〕を発症し，最後の直線コースで騎手が落馬したため

競走中止。
〔制裁〕 ヒハマタノボル号の騎手木幡育也は，4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）
※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 サンデュランゴ号・シュートザスター号・リワードミニヨン号

11038 4月16日 晴 良 （29福島1）第4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

713 ウ ー マ ッ ハ 牝3鹿 54 勝浦 正樹鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 466± 01：10．9 11．6�
24 スペランツァ 牝3青 54 吉田 隼人伴 仁氏 小笠 倫弘 新ひだか 前谷 武志 492＋ 41：11．11� 5．3�
816 マサノハヤテ 牡3黒鹿56 中井 裕二猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 492 ― 〃 クビ 8．1�
714 サンエリザベス 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �加藤ステーブル 竹内 正洋 日高 有限会社
ケイズ 436＋ 2 〃 ハナ 120．6�

612 テ ソ ー ロ 牡3鹿 56 中谷 雄太了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496＋ 81：11．2クビ 3．5�
510 セ ビ ー ジ ャ 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 巧也岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 426＋ 21：11．3� 54．7	
23 シンボリジュネス 牝3栗 54 丹内 祐次シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 458＋ 4 〃 ハナ 32．3

35 エレノアカフェ 牝3黒鹿54 蛯名 正義西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 432－ 81：11．4� 51．2�
47 ミッキークルソラ 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 458－ 2 〃 クビ 7．5�
815 ア ロ エ 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹橋詰 弘一氏 相沢 郁 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 404－ 2 〃 ハナ 94．1

48 キ ョ ッ コ ウ 牝3栗 54
53 ☆�島 克駿�ミルファーム 武市 康男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 428－ 2 〃 ハナ 7．0�
59 ク リ ス タ 牝3青鹿54 丸山 元気橋元 勇氣氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 438＋ 61：11．82� 23．1�
12 テイエムメガパワー 牡3青鹿 56

53 ▲富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 484－ 61：11．9� 54．1�
36 ウィーヴァー 牝3鹿 54

52 △木幡 初也 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 404－181：12．0� 60．9�

611 ジェイケイマヤヒメ 牝3鹿 54 柴山 雄一小谷野次郎氏 的場 均 浦河 山田 昇史 466－ 21：12．1クビ 8．0�
11 ゴールドリシェス 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 日高 豊郷牧場 432 ―1：13．37 128．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，448，200円 複勝： 22，249，200円 枠連： 10，697，400円
馬連： 32，158，300円 馬単： 15，693，800円 ワイド： 20，499，500円
3連複： 44，695，800円 3連単： 50，773，100円 計： 212，215，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 320円 � 250円 � 310円 枠 連（2－7） 3，420円

馬 連 �� 3，790円 馬 単 �� 8，820円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 2，190円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 11，560円 3 連 単 ��� 99，210円

票 数

単勝票数 計 154482 的中 � 10563（7番人気）
複勝票数 計 222492 的中 � 17626（7番人気）� 24360（4番人気）� 18479（6番人気）
枠連票数 計 106974 的中 （2－7） 2418（14番人気）
馬連票数 計 321583 的中 �� 6574（16番人気）
馬単票数 計 156938 的中 �� 1333（40番人気）
ワイド票数 計 204995 的中 �� 4215（16番人気）�� 2365（25番人気）�� 4924（13番人気）
3連複票数 計 446958 的中 ��� 2898（37番人気）
3連単票数 計 507731 的中 ��� 371（315番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．6―11．9―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．0―46．9―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ ー マ ッ ハ �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 ハ イ ラ イ ズ デビュー 2016．7．9 福島3着

2014．5．21生 牝3鹿 母 ダ ラ ス 母母 ロマンシンザホオン 7戦1勝 賞金 8，100，000円
〔制裁〕 テソーロ号の騎手中谷雄太は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・9番・8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サツキチャン号・スナッチアイズ号・ペンデュラム号
（非抽選馬） 6頭 ジューン号・ショウナンカグヤ号・タカラユメ号・ニシノアラモード号・ニュークラウン号・ファシル号

第１回 福島競馬 第４日



11039 4月16日 晴 良 （29福島1）第4日 第3競走 1，700�サラブレッド系3歳
発走10時40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

22 フィルムフランセ 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 480＋101：49．1 2．0�
23 シルバーコンパス 牝3芦 54 石橋 脩 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 542 ―1：49．63 22．5�
46 マ ヴ ィ ア 牝3鹿 54 柴山 雄一吉川 朋宏氏 清水 英克 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 490－ 6 〃 アタマ 20．7�
11 センノギモーヴ 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか カタオカフアーム 418－ 8 〃 クビ 18．1�
814 クリノヴィクトリア 牝3栗 54

52 △木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 432＋ 61：49．81� 8．0�
713 チェリーボンボン 牝3青鹿 54

51 ▲富田 暁山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 426－101：50．01� 36．8	
59 スウィートグロリア 牝3鹿 54 内田 博幸 
グリーンファーム矢野 英一 安平 ノーザンファーム B460－ 41：50．1� 6．2�
34 ディアチャイブ 牝3鹿 54 蛯名 正義ディアレストクラブ
 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 462－ 41：50．63 4．3�
47 ニシノオマージュ 牝3鹿 54 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 444－ 81：50．7� 99．8
610 アミーコドーロ 牝3栗 54 宮崎 北斗山口 正行氏 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 454－ 21：51．01� 78．5�
35 エスポワールママン 牝3栗 54 丹内 祐次吉見 典子氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 B450－ 21：51．31� 126．6�
611 ルールオブグレイス 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 416－ 61：51．93� 68．1�
815 グランエルブ 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹間宮 秀直氏 佐々木晶三 浦河 昭和牧場 412－ 21：52．64 145．9�
712 ローレルメーゼ 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿 
ローレルレーシング 杉山 晴紀 新冠 新冠橋本牧場 444－201：52．91� 99．6�
58 コ ン パ ー ニ 牝3栗 54 北村 友一藤田 孟司氏 天間 昭一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484 ―1：53．32� 57．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 16，349，100円 複勝： 25，633，800円 枠連： 9，355，700円
馬連： 31，529，100円 馬単： 19，200，600円 ワイド： 22，274，900円
3連複： 47，371，400円 3連単： 67，733，100円 計： 239，447，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 460円 � 420円 枠 連（2－2） 2，750円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 840円 �� 3，600円

3 連 複 ��� 9，150円 3 連 単 ��� 30，050円

票 数

単勝票数 計 163491 的中 � 63135（1番人気）
複勝票数 計 256338 的中 � 71853（1番人気）� 11102（7番人気）� 12582（6番人気）
枠連票数 計 93557 的中 （2－2） 2635（9番人気）
馬連票数 計 315291 的中 �� 9321（8番人気）
馬単票数 計 192006 的中 �� 4027（12番人気）
ワイド票数 計 222749 的中 �� 5365（10番人気）�� 7061（8番人気）�� 1527（29番人気）
3連複票数 計 473714 的中 ��� 3879（26番人気）
3連単票数 計 677331 的中 ��� 1634（93番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―12．3―13．1―13．1―12．4―13．0―13．6―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．7―43．8―56．9―1：09．3―1：22．3―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィルムフランセ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．23 東京3着

2014．4．3生 牝3鹿 母 フレンチノワール 母母 パープルホワイト 6戦1勝 賞金 12，150，000円
〔制裁〕 クリノヴィクトリア号の騎手木幡初也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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 トモジャプリマ号

11040 4月16日 晴 良 （29福島1）第4日 第4競走 ��2，750�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時10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

34 ユウキビバワンダー �4栗 59 佐久間寛志雪本 秀樹氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 506－ 82：59．9 4．0�
57 トーアディラン �4栗 59 五十嵐雄祐高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 482－ 43：00．53� 8．6�
610 クラシックマーク 牝6栗 58 石神 深一小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 444－123：00．92� 21．8�
814� エクセレントミノル 牡6鹿 60 熊沢 重文吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 484－ 4 〃 クビ 10．8�
711	 ソリッドアクシス �5栗 60 高野 和馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 米 Lantern Hill
Farm LLC 444－ 13：01．64 19．6�

813� アサクサゴールド 牡7黒鹿60 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 468－ 23：01．91
 2．8	
58 シゲルクロメバル 牡4黒鹿59 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 浦河 王蔵牧場 462＋ 83：02．0� 6．4

69 シゲルシマダイ 牡4鹿 59 小野寺祐太森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 高野牧場 508－ 83：03．27 45．7�
33 � トレモロアーム 牡6黒鹿60 草野 太郎佐々木雄二氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 476± 03：03．3
 12．7�
45 マテンロウビクサス 牡4鹿 59 西谷 誠寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 462－ 2 〃 クビ 19．9
11 アドマイヤデライト 牡4黒鹿59 難波 剛健近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 518－223：03．4クビ 69．6�
712 メイショウヨイチ 牡4鹿 59 黒岩 悠松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 486－ 23：05．5大差 135．5�
46 トーホウスマート 牡7栗 60 山本 康志東豊物産� 武藤 善則 浦河 有限会社

吉田ファーム 466－ 43：06．88 72．1�
22 � ミュゼバトラー 牡5栗 60 大江原 圭西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 506＋ 4 （競走中止） 146．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，250，500円 複勝： 19，360，300円 枠連： 12，135，700円
馬連： 28，638，300円 馬単： 16，260，500円 ワイド： 18，634，100円
3連複： 43，465，300円 3連単： 59，793，000円 計： 211，537，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 250円 � 430円 枠 連（3－5） 690円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，340円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 9，510円 3 連 単 ��� 29，690円

票 数

単勝票数 計 132505 的中 � 26156（2番人気）
複勝票数 計 193603 的中 � 43404（2番人気）� 18722（4番人気）� 9107（7番人気）
枠連票数 計 121357 的中 （3－5） 13628（3番人気）
馬連票数 計 286383 的中 �� 14824（5番人気）
馬単票数 計 162605 的中 �� 4432（7番人気）
ワイド票数 計 186341 的中 �� 7579（6番人気）�� 3509（16番人気）�� 2494（22番人気）
3連複票数 計 434653 的中 ��� 3426（34番人気）
3連単票数 計 597930 的中 ��� 1460（92番人気）
上り 1マイル 1：43．9 4F 50．7－3F 37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユウキビバワンダー �
�
父 サクラメガワンダー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．2．20 京都16着

2013．5．5生 �4栗 母 ユ ウ キ ビ バ 母母 ユウキビバーチェ 障害：5戦1勝 賞金 14，500，000円
〔競走中止〕 ミュゼバトラー号は，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。



11041 4月16日 晴 良 （29福島1）第4日 第5競走 2，750�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時00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

814 マドリードカフェ 牡6黒鹿60 熊沢 重文 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 チャンピオン
ズファーム 526－103：00．0 1．8�

711 シゲルサンマ 牡4黒鹿59 植野 貴也森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 556－ 63：01．38 9．6�
610 メイショウヤギリ 牡5黒鹿60 平沢 健治松本 好雄氏 池添 学 日高 日西牧場 484－ 23：01．4� 10．1�
69 � キ ヨ マ サ 牡5黒鹿60 北沢 伸也岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 480－ 83：01．82� 64．7�
46 マイネルヴォーダン 牡5栗 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 516－ 43：02．65 7．6�
11 � シゲルノマオイ 牡5栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 480－123：02．91� 58．6	
712 サムライフォンテン 牡4黒鹿59 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 476＋ 6 〃 ハナ 85．9

22 スカイステージ 牡4黒鹿59 草野 太郎佐々木 徹氏 中川 公成 新冠 シンユウフアーム 464－ 63：04．07 234．7�
57 エリーフェアリー 牝6鹿 58 浜野谷憲尚谷川 正純氏 谷原 義明 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 482± 03：04．1� 3．9�
45 � サカジロウィーク 牡4黒鹿59 小坂 忠士ロイヤルパーク 崎山 博樹 平取 スガタ牧場 500－163：06．5大差 107．0
813� シゲルハマチ 牡4栗 59 難波 剛健森中 蕃氏 服部 利之 浦河 宮内牧場 446－103：07．88 155．4�
33 � イナーセレニティ 牝4鹿 57 小野寺祐太島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 452－ 23：08．86 266．1�
34 ウインネオルーラー 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐�ウイン 高橋 祥泰 浦河 日の出牧場 474－ 23：09．43� 17．5�
58 ワンダーエクラタン 牡4栗 59 中村 将之山本 信行氏 森田 直行 様似 スイートフアーム 492－ 23：09．71� 214．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，171，300円 複勝： 17，108，800円 枠連： 9，253，900円
馬連： 28，057，000円 馬単： 18，128，200円 ワイド： 18，215，500円
3連複： 42，605，500円 3連単： 66，051，400円 計： 215，591，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 200円 � 220円 枠 連（7－8） 920円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 600円 �� 520円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 7，990円

票 数

単勝票数 計 161713 的中 � 68914（1番人気）
複勝票数 計 171088 的中 � 44229（1番人気）� 19227（4番人気）� 16658（5番人気）
枠連票数 計 92539 的中 （7－8） 7763（3番人気）
馬連票数 計 280570 的中 �� 19199（4番人気）
馬単票数 計 181282 的中 �� 9187（4番人気）
ワイド票数 計 182155 的中 �� 7810（7番人気）�� 9255（6番人気）�� 5814（11番人気）
3連複票数 計 426055 的中 ��� 10336（12番人気）
3連単票数 計 660514 的中 ��� 5990（20番人気）
上り 1マイル 1：47．3 4F 51．1－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マドリードカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．10．19 東京6着

2011．5．25生 牡6黒鹿 母 ステラマドレード 母母 リキマドレード 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000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 カリスマフォンテン号

11042 4月16日 晴 良 （29福島1）第4日 第6競走 1，700�サラブレッド系3歳
発走12時35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

814 サンライズカラマ 牡3栗 56
55 ☆義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 476－ 81：49．0 2．1�
58 アイファーイチオー 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也中島 稔氏 橋口 慎介 新ひだか 静内山田牧場 498－ 21：49．74 5．2�
22 ゼ ル ビ ー ノ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 460－ 81：49．8� 7．9�
47 ホウオウステップ 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 460－ 21：50．01� 16．1�
611 シンボリスーマラン 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 472－ 21：50．53 9．5�
23 エイシンルックス 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁	栄進堂 高橋 康之 新ひだか 築紫 洋 436－ 2 〃 ハナ 100．6

35 カンパニリズモ �3栗 56

53 ▲横山 武史松本 俊廣氏 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 456－16 〃 クビ 19．9�
34 コウギョウスター 牡3栗 56 中井 裕二菊地 捷士氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 518 ―1：50．92� 119．3�
815 ニシノリサイタル 牡3黒鹿 56

53 ▲武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 476－ 41：51．11� 15．5
712 ダンツプラズマ 牡3黒鹿56 森 一馬山元 哲二氏 山内 研二 厚真 大川牧場 484＋ 4 〃 ハナ 35．4�
59 ア ク ト レ ス 牝3栗 54

52 △伴 啓太井山 登氏 竹内 正洋 新冠 シンユウフアーム 444－ 2 〃 ハナ 62．8�
11 サンレイシンボル 牡3青鹿 56

55 ☆岩崎 翼永井 啓弍氏 高橋 義忠 平取 二風谷ファーム B472－ 2 〃 アタマ 21．6�
713 フロイドフォンテン 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 472－ 61：51．52� 20．5�
610 ディストワセブン 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也�岡 隆氏 作田 誠二 浦河 中村 雅明 B442－101：51．92� 93．4�
46 コウセイキャサリン 牝3黒鹿54 原田 和真杉安浩一郎氏 中野 栄治 浦河 ガーベラパー

クスタツド 436－121：52．0クビ 93．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，133，600円 複勝： 25，673，000円 枠連： 11，137，900円
馬連： 35，231，000円 馬単： 19，300，200円 ワイド： 25，875，600円
3連複： 50，349，300円 3連単： 65，313，300円 計： 251，013，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 150円 � 180円 枠 連（5－8） 520円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 240円 �� 320円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 3，020円

票 数

単勝票数 計 181336 的中 � 68805（1番人気）
複勝票数 計 256730 的中 � 87278（1番人気）� 36404（2番人気）� 25974（3番人気）
枠連票数 計 111379 的中 （5－8） 16451（1番人気）
馬連票数 計 352310 的中 �� 49723（1番人気）
馬単票数 計 193002 的中 �� 16900（1番人気）
ワイド票数 計 258756 的中 �� 31079（1番人気）�� 20849（2番人気）�� 10196（5番人気）
3連複票数 計 503493 的中 ��� 33902（1番人気）
3連単票数 計 653133 的中 ��� 15673（1番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―12．6―13．6―13．6―12．3―12．9―13．0―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．8―44．4―58．0―1：10．3―1：23．2―1：36．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズカラマ �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2016．10．30 京都4着

2014．4．28生 牡3栗 母 ティボリサンライズ 母母 ラディカルチック 10戦1勝 賞金 14，200，000円
〔制裁〕 ホウオウステップ号の騎手藤田菜七子は，4コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フジノアカネ号
（非抽選馬） 1頭 アリスパイレーツ号



11043 4月16日 晴 良 （29福島1）第4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）

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
1：06．9
1：06．9

良
良

714� ワンダーヴァローレ 牡5鹿 57 小坂 忠士山本 信行氏 奥村 豊 浦河 荻伏三好フ
アーム 510－ 61：09．6 3．9�

611 タマモシルクハット 牡4黒鹿 57
54 ▲武藤 雅タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 466－161：09．7� 20．8�

12 オンリーワンスター 牝4鹿 55
54 ☆岩崎 翼�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 436－12 〃 クビ 7．1�

47 � メイショウアバラガ 牡5鹿 57 森 一馬松本 和子氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 526－121：09．8クビ 22．5�
23 レジメンタル 牡5栗 57

56 ☆�島 克駿�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 442－ 61：10．11� 44．9	
510� スカイアクセス �8鹿 57

56 ☆加藤 祥太�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 534－ 61：10．31� 39．4

48 � ジ ェ ス ロ �4鹿 57 北村 友一松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 416－ 8 〃 アタマ 5．8�
612� ハートオブジュン 牝6鹿 55

52 ▲菊沢 一樹�広富牧場 松山 将樹 浦河 信成牧場 472－ 4 〃 アタマ 147．3�
815 グローリアスクロワ 牝4栗 55

54 ☆木幡 巧也日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 456－ 41：10．4クビ 21．9
59 ドゥリーミン 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 育也菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 470＋221：10．61 26．2�
24 レモンイエロー 牝5鹿 55 勝浦 正樹青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 440－ 4 〃 ハナ 48．2�
36 ミ デ ィ 牝4鹿 55 伊藤 工真窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 436－ 41：10．7� 16．8�
35 � サンライズシーズン 牡5栗 57 柴山 雄一松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 新冠 松本 信行 470－ 8 〃 ハナ 11．8�
11 メランコリア 牝5栗 55

53 △木幡 初也�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 480－ 81：11．01� 5．6�
816 タマモスズラン 牝4鹿 55

52 ▲富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 446－121：11．1� 8．8�
713 マインドブロウ 牡5栗 57 横山 和生林 勝宗氏 的場 均 日高 白瀬 盛雄 500－ 61：11．2� 142．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，954，400円 複勝： 24，706，900円 枠連： 13，947，600円
馬連： 36，162，500円 馬単： 18，274，500円 ワイド： 25，599，600円
3連複： 55，077，600円 3連単： 60，324，200円 計： 252，047，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 470円 � 200円 枠 連（6－7） 4，500円

馬 連 �� 4，240円 馬 単 �� 7，220円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 670円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 8，260円 3 連 単 ��� 44，900円

票 数

単勝票数 計 179544 的中 � 35917（1番人気）
複勝票数 計 247069 的中 � 43948（1番人気）� 10640（8番人気）� 33363（3番人気）
枠連票数 計 139476 的中 （6－7） 2400（18番人気）
馬連票数 計 361625 的中 �� 6605（16番人気）
馬単票数 計 182745 的中 �� 1896（22番人気）
ワイド票数 計 255996 的中 �� 4632（12番人気）�� 10315（3番人気）�� 3307（21番人気）
3連複票数 計 550776 的中 ��� 4999（20番人気）
3連単票数 計 603242 的中 ��� 974（104番人気）

ハロンタイム 9．5―10．9―11．1―12．3―12．8―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ワンダーヴァローレ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ハ ン セ ル

2012．3．29生 牡5鹿 母 レギンレイヴ 母母 カルメンシータ 19戦1勝 賞金 17，760，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 タマモシルクハット号の騎手武藤雅は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ソワンドタイガー号

11044 4月16日 晴 良 （29福島1）第4日 第8競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （芝・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
1：45．3
1：43．9

良
良

47 アルケミスト 牝4鹿 55 勝浦 正樹�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 434＋ 21：47．6 28．8�
510 エクストラファイン 牝5黒鹿55 丸山 元気 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 クビ 4．3�
36 ア ウ ェ イ ク 牝4鹿 55 石橋 脩 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 468± 01：48．02� 2．6�
11 � クィーンビー 牝4鹿 55 秋山真一郎�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 454＋ 41：48．21� 56．2�
815 エッジースタイル 牝4栗 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 456－ 41：48．41� 8．0	
24 ベストレート 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也�G1レーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 498＋ 6 〃 クビ 21．0

714 リッチガール 牝5栗 55

52 ▲富田 暁吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－ 41：48．5クビ 78．2�

35 アポロオスカー 牝4鹿 55 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 442＋ 4 〃 ハナ 9．2�
12 イタリアンフェッテ 牝6鹿 55

52 ▲武藤 雅芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 420－ 6 〃 クビ 256．2
612 テイエムフタエマル 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 480＋ 4 〃 アタマ 11．5�
59 エバーシャルマン 牝5黒鹿55 津村 明秀宇田 豊氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472＋181：48．82 9．0�
48 エイシンキスミー 牝4鹿 55 柴山 雄一�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 490± 01：49．01 23．6�
611 ヌーヴェルダンス 牝4鹿 55 伊藤 工真 �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－ 61：49．31� 114．1�
816� ブライティアベル 牝4栗 55 北村 友一小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 462＋ 41：50．25 150．2�
23 ファイアクリスタル 牝4鹿 55 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－14 〃 アタマ 27．8�
713� アドラビリティ 牝5青鹿55 原田 和真藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 498＋ 41：50．73 257．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，361，500円 複勝： 27，736，300円 枠連： 14，240，500円
馬連： 40，145，600円 馬単： 18，955，800円 ワイド： 26，068，100円
3連複： 55，717，300円 3連単： 70，402，300円 計： 275，627，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，880円 複 勝 � 410円 � 160円 � 150円 枠 連（4－5） 1，070円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 11，990円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 1，350円 �� 380円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 47，120円

票 数

単勝票数 計 223615 的中 � 6205（10番人気）
複勝票数 計 277363 的中 � 12561（8番人気）� 51589（2番人気）� 56986（1番人気）
枠連票数 計 142405 的中 （4－5） 10243（5番人気）
馬連票数 計 401456 的中 �� 6882（19番人気）
馬単票数 計 189558 的中 �� 1185（45番人気）
ワイド票数 計 260681 的中 �� 4934（15番人気）�� 4680（16番人気）�� 19672（1番人気）
3連複票数 計 557173 的中 ��� 8480（12番人気）
3連単票数 計 704023 的中 ��� 1083（165番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．5―12．0―12．0―12．2―12．4―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―22．9―34．4―46．4―58．4―1：10．6―1：23．0―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルケミスト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Green Desert デビュー 2015．11．7 京都11着

2013．3．7生 牝4鹿 母 グリーンダンディ 母母 Hawas 12戦2勝 賞金 14，950，000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 メイショウメリリー号



11045 4月16日 晴 良 （29福島1）第4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

713� ヒルノサルバドール 牡4栗 57
54 ▲横山 武史�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 438－ 61：47．8 2．0�

610� ディープオーパス 牡4芦 57 内田 博幸深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard
Shultz 494－ 61：47．9� 3．3�

58 イェドプリオル 牡5青鹿57 中谷 雄太�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 520± 0 〃 クビ 17．5�
46 ハッピーロード 	6栗 57

56 ☆小崎 綾也豊田 一致氏 小崎 憲 新冠 松本 信行 490－121：48．0クビ 61．7�
815 オンワードハンター 牡6鹿 57

54 ▲藤田菜七子樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 468－ 61：48．1
 26．2�
34 デストリーライズ 牡5鹿 57 蛯名 正義広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 514－ 21：48．2
 5．7	
814 コアコンピタンス 牡4鹿 57

55 △伴 啓太 
社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム B506＋ 61：48．3クビ 20．9�
47 � テンエイロータス 牡4黒鹿57 杉原 誠人熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 福島 農事組合法人

天栄牧場 476－ 21：48．4� 285．6�
35 ナンベーサン 牡4芦 57 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 伊藤 大士 日高 アイズスタッド株式会社 B496－121：48．5
 46．6
611 ワンダーハイーニャ 牝6鹿 55

54 ☆岩崎 翼山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 456－ 41：48．71� 29．9�
59 トップアドバンス 牡6鹿 57

54 ▲菊沢 一樹柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 478－ 81：48．8クビ 64．9�

11 カレンコマンドール 	4鹿 57 中井 裕二鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 462± 01：49．97 77．7�
712� マイハーベスト 牝4鹿 55 柴山 雄一西城 公雄氏 松永 康利 日高 メイプルファーム 456－ 4 〃 ハナ 53．6�
22 ガンマーフォンテン 牡5栗 57

55 △井上 敏樹吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 516＋ 81：50．0� 208．7�
23 �� シラーグランツ 牝4芦 55

54 ☆木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 米 Double K

LLC 464－ 21：50．53 144．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，920，400円 複勝： 27，177，300円 枠連： 12，180，400円
馬連： 42，102，600円 馬単： 24，807，000円 ワイド： 25，320，500円
3連複： 55，234，300円 3連単： 87，652，100円 計： 296，394，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 240円 枠 連（6－7） 320円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 180円 �� 560円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 4，140円

票 数

単勝票数 計 219204 的中 � 87223（1番人気）
複勝票数 計 271773 的中 � 85332（1番人気）� 49386（3番人気）� 19472（4番人気）
枠連票数 計 121804 的中 （6－7） 29046（1番人気）
馬連票数 計 421026 的中 �� 87978（1番人気）
馬単票数 計 248070 的中 �� 32743（1番人気）
ワイド票数 計 253205 的中 �� 46017（1番人気）�� 9963（4番人気）�� 8326（6番人気）
3連複票数 計 552343 的中 ��� 27317（3番人気）
3連単票数 計 876521 的中 ��� 15318（5番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．3―11．8―12．3―13．0―13．9―13．4―14．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．0―40．8―53．1―1：06．1―1：20．0―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．7―3F41．7
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�ヒルノサルバドール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Distorted Humor

2013．4．26生 牡4栗 母 ファニーモーク 母母 Linda Vi 13戦1勝 賞金 23，330，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 テンエイロータス号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 テンエイロータス号は，発走調教再審査。
※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 ジュガンティーヤ号

11046 4月16日 晴 良 （29福島1）第4日 第10競走 ��1，200�
い お う じ

医 王 寺 特 別
発走14時40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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

12 クリーンファンキー 牝4栗 55 津村 明秀石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 486＋ 21：08．7 8．3�
611 トウショウジャイロ 牡4黒鹿57 秋山真一郎トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 506－ 81：09．12� 4．3�
815 フェルクレール 牝4芦 55 木幡 初也米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 420－ 21：09．2� 23．4�
24 � スズカファイン 牡5栗 57 中谷 雄太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 486± 01：09．3� 14．1�
714 エイシンミノアカ 牝4黒鹿55 内田 博幸�栄進堂 坂口 正則 浦河 高野牧場 434－ 61：09．4� 3．9�
23 	 スペードクイーン 牝4栗 55 丸山 元気吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 468＋101：09．61
 8．4	
612 ティーエスバラ 牡5鹿 57 岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 514－ 2 〃 クビ 30．7

11 	 エアオブザドラゴン 牡4鹿 57 中井 裕二岡田 牧雄氏 大江原 哲 英 Cheveley Park

Stud Ltd 504－10 〃 アタマ 135．1�
59 シェヴェルニー 牝4黒鹿55 伊藤 工真�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 424＋ 21：09．7クビ 51．8
36 ショウナンアヴィド 牡4青鹿57 北村 友一�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B476－ 6 〃 クビ 4．2�
713 シャイニングアロー 牝4青 55 木幡 巧也矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 448－ 31：09．8� 60．5�
47 � センターフォワード �4鹿 57 柴山 雄一馬場 祥晃氏 斉藤 崇史 日高 ファーミングヤナキタ 460＋ 21：10．01
 165．0�
510 アブソリュカフェ 牡6黒鹿57 横山 和生西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 B482－ 41：10．1� 91．1�
48 ビリーヴザワン �6鹿 57 加藤 祥太岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 61：10．31
 21．5�
35 サバイバルポケット 牝4鹿 55 原田 和真福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－101：10．61� 37．4�
816 ハギノソフィア 牝7栗 55 吉田 隼人安岡美津子氏 �島 一歩 日高 天羽 禮治 482－12 〃 クビ 60．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，160，400円 複勝： 33，967，300円 枠連： 17，798，900円
馬連： 62，795，700円 馬単： 29，876，000円 ワイド： 38，679，700円
3連複： 84，820，600円 3連単： 115，666，800円 計： 407，765，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 360円 � 200円 � 510円 枠 連（1－6） 1，740円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 660円 �� 3，150円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 12，440円 3 連 単 ��� 58，230円

票 数

単勝票数 計 241604 的中 � 23236（4番人気）
複勝票数 計 339673 的中 � 23507（6番人気）� 53241（3番人気）� 15109（7番人気）
枠連票数 計 177989 的中 （1－6） 7922（7番人気）
馬連票数 計 627957 的中 �� 32572（4番人気）
馬単票数 計 298760 的中 �� 6727（8番人気）
ワイド票数 計 386797 的中 �� 15806（4番人気）�� 3040（32番人気）�� 6230（19番人気）
3連複票数 計 848206 的中 ��� 5112（40番人気）
3連単票数 計1156668 的中 ��� 1440（184番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．0―11．6―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．8―45．4―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリーンファンキー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．11．1 東京4着

2013．4．9生 牝4栗 母 マヤノメメント 母母 ネ ガ ノ 9戦2勝 賞金 19，892，000円
〔制裁〕 シェヴェルニー号の騎手伊藤工真は，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：7番・16番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ユッセ号
（非抽選馬） 1頭 ジェムラッシュ号



11047 4月16日 晴 良 （29福島1）第4日 第11競走 ��2，000�福 島 民 報 杯
発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，28．4．16以降29．4．9まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

815 マイネルミラノ 牡7栗 57．5 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 B484－ 21：58．5 13．2�

612 フェルメッツァ 牡6鹿 54 秋山真一郎 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 61：58．6� 20．7�

714 サンデーウィザード 牡5鹿 55 内田 博幸巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 450± 01：58．7� 4．6�
23 バロンドゥフォール �7鹿 53 木幡 巧也窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 472－121：58．8� 59．4�
36 � ショウナンバッハ 牡6鹿 54 木幡 初也国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 B446－ 6 〃 ハナ 28．6	
816 ステイインシアトル 牡6黒鹿55 吉田 隼人青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492－ 41：58．9� 5．6

611 ケイティープライド 牡7鹿 52 �島 克駿�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 ハナ 22．8�
35 アジュールローズ 牡4青鹿55 柴山 雄一 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 510＋18 〃 アタマ 7．9�
59 シャイニープリンス 牡7青鹿56．5 津村 明秀小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 492－ 41：59．0クビ 8．3
48 トルークマクト 牡7鹿 54 蛯名 正義�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 466－ 21：59．1� 8．8�
24 バーディーイーグル 牡7鹿 53 加藤 祥太里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 494± 01：59．2� 37．5�
11 ウインインスパイア 牡6黒鹿53 丸山 元気�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 452－ 4 〃 クビ 29．9�
510 デウスウルト �9黒鹿53 中谷 雄太吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 466－121：59．41� 89．9�
12 シャイニングレイ 牡5鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 532－ 61：59．5クビ 5．8�
713	 シャドウパーティー �8鹿 54 石橋 脩飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud 490－141：59．6
 31．2�
47 トウシンイーグル �9鹿 53 佐久間寛志�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント B480± 02：01．4大差 266．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，458，900円 複勝： 71，154，100円 枠連： 43，033，200円
馬連： 204，046，700円 馬単： 75，180，300円 ワイド： 89，745，600円
3連複： 306，278，500円 3連単： 388，317，400円 計： 1，228，214，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 500円 � 500円 � 190円 枠 連（6－8） 2，050円

馬 連 �� 17，570円 馬 単 �� 31，350円

ワ イ ド �� 4，680円 �� 1，800円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 25，110円 3 連 単 ��� 211，040円

票 数

単勝票数 計 504589 的中 � 30489（7番人気）
複勝票数 計 711541 的中 � 33006（8番人気）� 32626（9番人気）� 120444（1番人気）
枠連票数 計 430332 的中 （6－8） 16248（11番人気）
馬連票数 計2040467 的中 �� 9000（61番人気）
馬単票数 計 751803 的中 �� 1798（111番人気）
ワイド票数 計 897456 的中 �� 4859（60番人気）�� 12918（19番人気）�� 13487（17番人気）
3連複票数 計3062785 的中 ��� 9147（99番人気）
3連単票数 計3883174 的中 ��� 1334（765番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．4―11．5―11．7―11．8―12．3―11．9―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―34．9―46．4―58．1―1：09．9―1：22．2―1：34．1―1：45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルミラノ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Polish Precedent デビュー 2012．8．5 新潟8着

2010．6．8生 牡7栗 母 パールバーリー 母母 Pearl Kite 38戦8勝 賞金 216，103，000円
〔制裁〕 シャイニングレイ号の騎手北村友一は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

ショウナンバッハ号の騎手木幡初也は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サンライズタイセイ号・フロリダパンサー号

11048 4月16日 晴 良 （29福島1）第4日 第12競走 ��2，600�
おく ほ そ み ち

奥 の 細 道 特 別
発走16時00分 （芝・右）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
福島競馬振興会長賞（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
2：37．3
2：37．3

良
良

11 ブライトバローズ 牡5鹿 57 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496－ 22：39．5 2．3�
24 コスモジャーベ 牡4黒鹿57 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 464－ 62：39．81� 23．6�
59 シルクブルックリン 牡8黒鹿57 勝浦 正樹 �シルクレーシング 奥村 武 新冠 対馬 正 556－ 42：39．9クビ 77．8�
36 マイネルレオーネ 牡5黒鹿57 木幡 巧也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 396－10 〃 ハナ 14．9�
35 コウキチョウサン 牡4鹿 57 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 444± 0 〃 アタマ 15．7	
47 リアルキング 牡4鹿 57 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 528＋ 22：40．0� 64．1

815 ステイブラビッシモ 牡4鹿 57 内田 博幸草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 462± 02：40．1� 2．7�
713 デバイスドライバー 牡5栗 57 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 526± 02：40．31� 72．9�
714 シークレットパス 牡6芦 57 丹内 祐次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 452－14 〃 アタマ 44．7
816 ファータグリーン 牝4鹿 55 津村 明秀斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 416－122：40．72� 14．3�
612 デルマサリーチャン 牝6鹿 55 木幡 初也浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 476± 02：40．8� 68．7�
48 	 ハヤブサライデン 牡5鹿 57 吉田 隼人�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 484－ 62：40．9クビ 15．2�
23 メイショウブシン 牡7鹿 57 丸山 元気松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 476－12 〃 クビ 26．9�
611 アートフェスタ 牡6黒鹿57 蛯名 正義森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 508－ 42：41．0� 98．1�
12 	 レイトライザー 牡7黒鹿57 秋山真一郎中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 468－ 22：41．1クビ 59．9�
510 クラシックエース 
5鹿 57 柴山 雄一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 422－182：42．16 63．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，700，500円 複勝： 51，912，200円 枠連： 33，913，000円
馬連： 102，750，200円 馬単： 48，068，600円 ワイド： 56，212，700円
3連複： 134，758，400円 3連単： 210，110，700円 計： 675，426，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 400円 � 1，050円 枠 連（1－2） 1，460円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 850円 �� 2，820円 �� 9，190円

3 連 複 ��� 29，590円 3 連 単 ��� 99，620円

票 数

単勝票数 計 377005 的中 � 127295（1番人気）
複勝票数 計 519122 的中 � 151665（1番人気）� 26995（6番人気）� 9108（12番人気）
枠連票数 計 339130 的中 （1－2） 17929（4番人気）
馬連票数 計1027502 的中 �� 36286（6番人気）
馬単票数 計 480686 的中 �� 11759（7番人気）
ワイド票数 計 562127 的中 �� 17779（7番人気）�� 5062（25番人気）�� 1524（61番人気）
3連複票数 計1347584 的中 ��� 3415（76番人気）
3連単票数 計2101107 的中 ��� 1529（263番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．9―12．4―12．5―12．3―12．6―12．6―12．5―12．4―12．3―12．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．8―23．7―35．6―48．0―1：00．5―1：12．8―1：25．4―1：38．0―1：50．5―2：02．9―2：15．2―2：27．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．0―3F36．6
1
�
8＝7，10－1，11（2，6，12）9，4，5（13，16）15－14＝3
8，7（11，6，15）（1，12，16）（10，4，9，5）－（2，14）13－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブライトバローズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．2 東京3着

2012．2．18生 牡5鹿 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ 15戦4勝 賞金 66，551，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 マイネルフレスコ号・ワンスインアライフ号

３レース目



（29福島1）第4日 4月16日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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

204，860，000円
10，120，000円
12，420，000円
1，590，000円
22，620，000円
74，356，000円
6，413，600円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
267，780，800円
371，273，000円
199，096，000円
679，978，300円
321，888，300円
391，957，800円
976，291，000円
1，306，315，200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 4，514，580，400円

総入場人員 13，842名 （有料入場人員 12，077名）
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