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11013 4月8日 晴 良 （30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
1：40．9

良
重

35 クリムズンフラッグ 牡3黒鹿56 宮崎 北斗加藤 徹氏 青木 孝文 新冠 大狩部牧場 512－101：48．9 1．7�
713 ヒラボクプレミアム 牡3青 56 吉田 隼人�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 468＋ 2 〃 クビ 7．2�
815 スマートフレイ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 初也トニー倶楽部 粕谷 昌央 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 504＋28 〃 ハナ 37．9�
23 ブルベアミョウガ 牡3鹿 56 丸田 恭介 �ブルアンドベア 石毛 善彦 平取 船越 伸也 502－121：49．11� 34．3�
712 ビップベリンダ 牝3黒鹿54 �島 克駿鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 486－ 8 〃 アタマ 5．4�
814 タフチョイス 牡3鹿 56 �島 良太ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－ 8 〃 アタマ 66．4	
611 テイエムボンバー 牡3黒鹿 56

54 △森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 478＋ 21：50．16 12．2

610 ラ ヴ シ ー フ 牡3青 56 中谷 雄太門野 重雄氏 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 444－ 21：50．42 162．8�
22 インヴェンター 牡3鹿 56 城戸 義政ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 41：51．46 74．9�
58 � ストレイライトラン 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �ローレルレーシング 和田正一郎 米 Jim Fitzgerald &

Katie Fitzgerald 470－ 4 〃 アタマ 203．5
47 グローバルビジネス 牡3鹿 56 中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 492 ― 〃 クビ 28．6�
59 ヤマニンリュシオル 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 458 ―1：52．03� 42．4�
34 ヘ キ ギ ョ ク 牡3鹿 56 柴山 雄一ライオンレースホース� 根本 康広 新ひだか 高橋 修 532－ 41：52．32 7．8�
46 デルマアマレット 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 41：52．4	 449．9�

11 ワンダークイーン 牝3鹿 54 大庭 和弥小林 章氏 蛯名 利弘 平取 有限会社中
田牧場 474－141：55．8大差 173．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，112，300円 複勝： 34，284，200円 枠連： 9，619，400円
馬連： 32，760，600円 馬単： 20，031，900円 ワイド： 24，261，600円
3連複： 49，716，900円 3連単： 69，914，800円 計： 258，701，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 700円 枠 連（3－7） 210円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，120円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 5，610円 3 連 単 ��� 14，140円

票 数

単勝票数 計 181123 的中 � 80671（1番人気）
複勝票数 計 342842 的中 � 172270（1番人気）� 32689（3番人気）� 5653（9番人気）
枠連票数 計 96194 的中 （3－7） 34087（1番人気）
馬連票数 計 327606 的中 �� 39261（2番人気）
馬単票数 計 200319 的中 �� 17212（2番人気）
ワイド票数 計 242616 的中 �� 19984（2番人気）�� 5290（12番人気）�� 2199（23番人気）
3連複票数 計 497169 的中 ��� 6636（16番人気）
3連単票数 計 699148 的中 ��� 3584（36番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．1―13．0―13．6―13．2―13．0―12．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．1―43．1―56．7―1：09．9―1：22．9―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．0
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

クリムズンフラッグ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．10．15 新潟2着

2015．4．5生 牡3黒鹿 母 アンリミテッドピサ 母母 ピサノパスティーユ 6戦1勝 賞金 15，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダークイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブルベアクワイ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウヤシチ号

11014 4月8日 晴 良 （30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

510 ディアサルファー 牝3栗 54 宮崎 北斗ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト
クラブ 472－ 81：11．0 5．4�

35 ダイメイスズ 牝3鹿 54 中井 裕二宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 434＋101：11．21� 125．4�
47 ブライトパス 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472± 01：11．3� 2．4�
59 ネイビーアッシュ 牝3青鹿54 柴山 雄一吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468＋ 6 〃 ハナ 12．5�
713 カワキタロマン 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士川島 吉男氏 武市 康男 浦河 大道牧場 460－ 41：11．51� 132．5	
48 マヤノフロスティ 牡3芦 56 丹内 祐次田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 502－ 2 〃 ハナ 13．3

36 ダウンタウンキラリ 牝3栗 54 吉田 隼人林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 B432－ 8 〃 クビ 6．7�
611 ミヤビチーター 牡3鹿 56 丸山 元気村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 静内白井牧場 468＋ 21：11．82 4．8�
23 クラウンロンシャン 牡3鹿 56

55 ☆井上 敏樹�クラウン 矢野 英一 日高 クラウン日高牧場 458 ―1：12．01� 66．7
24 レ ノ カ ズ マ 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 バンブー牧場 474 ―1：12．1� 18．6�
612 コールシーム 牝3青 54

53 ☆木幡 初也�下河辺牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 414－ 61：12．52� 160．5�
815 ヤマニンレフルール 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 432 ―1：12．81� 160．3�
816 シンボリトレイル 牝3鹿 54 中谷 雄太シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか 前川 正美 390 ― 〃 クビ 117．0�
714 シゲルニンジン 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史森中 蕃氏 和田 勇介 日高 スウィング
フィールド牧場 446 ―1：12．9クビ 102．5�

12 プラジュニャー 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 伊藤 正徳 日高 大江牧場 446－16 〃 ハナ 29．0�
11 ピ オ レ 牝3芦 54 �島 良太新井 康司氏 森田 直行 新ひだか 酒井 秀紀 436 ―1：15．3大差 154．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，475，600円 複勝： 22，742，300円 枠連： 7，672，700円
馬連： 30，757，600円 馬単： 15，868，100円 ワイド： 20，626，000円
3連複： 41，803，400円 3連単： 52，536，300円 計： 209，482，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 2，480円 � 140円 枠 連（3－5） 1，240円

馬 連 �� 56，890円 馬 単 �� 68，000円

ワ イ ド �� 12，080円 �� 330円 �� 4，600円

3 連 複 ��� 30，460円 3 連 単 ��� 359，320円

票 数

単勝票数 計 174756 的中 � 25546（3番人気）
複勝票数 計 227423 的中 � 31194（3番人気）� 1531（13番人気）� 56445（1番人気）
枠連票数 計 76727 的中 （3－5） 4791（5番人気）
馬連票数 計 307576 的中 �� 419（62番人気）
馬単票数 計 158681 的中 �� 175（97番人気）
ワイド票数 計 206260 的中 �� 400（63番人気）�� 18948（2番人気）�� 1060（36番人気）
3連複票数 計 418034 的中 ��� 1029（68番人気）
3連単票数 計 525363 的中 ��� 106（590番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．1―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．7―46．8―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアサルファー �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．7．30 新潟2着

2015．2．12生 牝3栗 母 リ バ ラ ン 母母 セトフローリアンⅡ 6戦1勝 賞金 13，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピオレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ヴィアプライド号・ジュビラント号・デックテープ号・デルマミモザ号・プライマル号・ミフトゥーロ号

第１回 福島競馬 第２日



11015 4月8日 晴 良 （30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）

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
1：40．9

良
重

46 � メイショウタカトラ 牡4黒鹿57 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 488－ 41：47．0 2．8�
713 ダノンプレシャス 牡5青鹿57 �島 克駿�ダノックス 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 466＋ 41：47．63� 3．1�
815 ディライトラッシュ 牡4鹿 57

54 ▲菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 B496－ 21：47．81	 17．9�

23 ワンダーウマス 牡4鹿 57
54 ▲横山 武史山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 B486＋ 21：48．33 28．7�

34 マイネルレンカ 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 450－ 2 〃 クビ 28．7�

35 ロッキーバローズ 牡4鹿 57
54 ▲川又 賢治猪熊 広次氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 510－ 21：48．4
 18．7�

59 セカンドエフォート 牡5青鹿57 宮崎 北斗 	シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：48．5
 18．7

47 プ エ ル ト �6鹿 57 柴山 雄一池谷 誠一氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム B536＋ 21：48．81
 18．5�
712 ビービーパドル 牡4鹿 57

56 ☆木幡 巧也坂東 勝彦氏 中舘 英二 新ひだか 中橋 清 466＋ 61：48．9クビ 159．7�
11 シゲルキハダマグロ 牡5栗 57 中谷 雄太森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか タガミファーム 458＋ 41：50．17 17．7
58  カスタディーヴァ 牝4白 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 新 Windsor Park

Stud Ltd 462＋ 41：50．31	 8．8�
22  トルセドール 牡7鹿 57 丸山 元気窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 478－ 41：50．4� 12．4�
611� ビジューブランシュ 牝4芦 55

52 ▲藤田菜七子広尾レース� 伊藤 正徳 米 Dapple
Bloodstock 458＋ 21：50．5� 66．1�

814 グ リ ト ニ ル 牡4鹿 57 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 444＋101：50．82 137．9�
610 ネオヴェルザンディ 牝5鹿 55

54 ☆木幡 初也小林 仁幸氏 古賀 史生 米 Lake Shore
Farm LLC 468－ 61：53．8大差 51．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，474，800円 複勝： 29，665，200円 枠連： 9，740，400円
馬連： 36，403，600円 馬単： 18，538，100円 ワイド： 26，509，300円
3連複： 52，286，400円 3連単： 65，360，200円 計： 257，978，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 130円 � 320円 枠 連（4－7） 340円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 200円 �� 740円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 7，680円

票 数

単勝票数 計 194748 的中 � 54413（1番人気）
複勝票数 計 296652 的中 � 100092（1番人気）� 63220（2番人気）� 13318（7番人気）
枠連票数 計 97404 的中 （4－7） 21884（1番人気）
馬連票数 計 364036 的中 �� 67096（1番人気）
馬単票数 計 185381 的中 �� 16805（1番人気）
ワイド票数 計 265093 的中 �� 41946（1番人気）�� 7978（8番人気）�� 8906（6番人気）
3連複票数 計 522864 的中 ��� 17173（7番人気）
3連単票数 計 653602 的中 ��� 6166（8番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―11．9―12．4―13．2―12．5―12．8―12．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．3―42．7―55．9―1：08．4―1：21．2―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�メイショウタカトラ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダンスインザダーク

2014．4．15生 牡4黒鹿 母 ダンシングハピネス 母母 メイショウサチカゼ 9戦1勝 賞金 16，150，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネオヴェルザンディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30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。
（非当選馬） 2頭 アルーフクライ号・サンマルライバル号
（非抽選馬） 1頭 アジアハイウェイ号

11016 4月8日 晴 良 （30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 7，800，000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

33 パッシングブリーズ 牡7鹿 60 難波 剛健三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 484－ 23：04．2 14．2�
712 トーアツキヒカリ �4鹿 59 草野 太郎高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 456－ 23：04．73 8．3�
22 ドゥドゥドゥ 牡5青鹿60 北沢 伸也�ターフ・スポート坂口 正則 日高 モリナガファーム 468± 03：05．12� 11．1�
57 ベストサポーター 牡5青鹿60 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 524－ 43：05．74 5．5�
813 マイネルフレスコ 牡7栗 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 23：06．01� 2．2	
45 	 アサクサゴールド 牡8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± 03：06．53 8．4

46 	 サ ド ル オ ン 牡5黒鹿60 上野 翔前田 幸治氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 472－ 63：06．6� 62．1�
58 	 カシマホープスター 牡5黒鹿60 小坂 忠士鹿島 敏裕氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 496－ 63：06．81
 64．3�
34 	 ユキノサンブライト 牝7鹿 58 大庭 和弥井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 462－203：08．29 117．4
610 ア ウ ア ウ 牝5鹿 58 山本 康志金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 496－ 23：09．05 76．2�
69 	 ハヤブサライデン 牡6鹿 60 石神 深一�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 492－ 23：10．27 6．9�
11 	 ニホンピログレード 牡5栗 60 黒岩 悠小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 490＋ 23：10．41
 93．2�
814 フルスプレンダー 牡4栗 59 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか タガミファーム 446－203：11．46 234．9�
711	 マーズアタック 牝5栗 58 高野 和馬島川 �哉氏 柴田 政人 浦河 バンブー牧場 460－ 4 （競走中止） 61．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，304，700円 複勝： 17，743，400円 枠連： 8，073，100円
馬連： 25，750，800円 馬単： 15，453，200円 ワイド： 18，454，400円
3連複： 41，408，300円 3連単： 58，220，500円 計： 199，408，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 410円 � 270円 � 340円 枠 連（3－7） 4，490円

馬 連 �� 5，910円 馬 単 �� 12，070円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 1，540円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 14，430円 3 連 単 ��� 94，640円

票 数

単勝票数 計 143047 的中 � 8034（7番人気）
複勝票数 計 177434 的中 � 10765（7番人気）� 18833（5番人気）� 13451（6番人気）
枠連票数 計 80731 的中 （3－7） 1391（20番人気）
馬連票数 計 257508 的中 �� 3373（22番人気）
馬単票数 計 154532 的中 �� 960（47番人気）
ワイド票数 計 184544 的中 �� 2230（22番人気）�� 3100（19番人気）�� 3554（17番人気）
3連複票数 計 414083 的中 ��� 2152（49番人気）
3連単票数 計 582205 的中 ��� 446（284番人気）
上り 1マイル 1：50．0 4F 53．0－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パッシングブリーズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．13 京都1着

2011．5．15生 牡7鹿 母 ブローザキャンドル 母母 メイクアウイッシュ 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 マーズアタック号は，4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。
※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 クリノアスカ号
（非抽選馬） 1頭 コスモヴァーズ号



11017 4月8日 晴 良 （30福島1）第2日 第5競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走12時05分 （芝・右）

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

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

11 マルーンエンブレム 牝3栗 54
51 ▲藤田菜七子 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 380－122：03．4 11．3�

714 サクラユニヴァース 牝3青鹿54 丸山 元気�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡牧場 464－ 42：03．61� 1．8�
510 マ リ ー ツ ァ 牝3鹿 54 柴山 雄一鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 454－ 82：03．91� 29．6�
713 シンボリティアラ 牝3芦 54 丹内 祐次シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 448 ―2：04．0クビ 57．9�
12 ペイシェンス 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹北所 直人氏 小笠 倫弘 平取 赤石牧場 446－ 62：04．42� 9．8	
816 ベストインパクト 牝3黒鹿54 勝浦 正樹飯田 正剛氏 田中 博康 新ひだか 千代田牧場 450－14 〃 アタマ 23．0

611 ウインアイスバーグ 牝3芦 54

53 ☆木幡 巧也�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 418－ 82：04．5� 8．1�
35 ナ ナ セ マ ル 牝3鹿 54 吉田 隼人 �アフロin El Paso 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 462 ―2：04．71� 5．9�
23 ティーアウリイ 牝3黒鹿54 �島 克駿深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 418－ 22：04．91 88．6
24 ムーンライトクーラ 牝3黒鹿 54

52 △森 裕太朗國枝久美子氏 松元 茂樹 新ひだか 桜井牧場 394－ 82：05．11� 114．8�
36 ドナカデンツァ 牝3青鹿54 嘉藤 貴行小川眞査雄氏 武市 康男 新ひだか 下屋敷牧場 432－102：05．31� 80．4�
612 グランフルール 牝3鹿 54 嶋田 純次落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 486 ―2：05．72� 66．4�
815 ニシノアストライア 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治西山 茂行氏 星野 忍 浦河 高昭牧場 412－10 〃 ハナ 46．0�
48 サ リ エ ッ ト 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 416－ 22：06．33� 147．6�
47 アイリスロード 牝3青 54 丸田 恭介 �荻伏服部牧場 和田 雄二 日高 春木 昭雄 402－202：08．5大差 40．7�
59 ルートロアー 牝3鹿 54 中谷 雄太北畑 忍氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 442 ― （競走中止） 41．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，477，600円 複勝： 28，397，100円 枠連： 10，075，800円
馬連： 38，701，100円 馬単： 21，851，600円 ワイド： 27，270，300円
3連複： 52，583，100円 3連単： 74，706，300円 計： 276，062，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 270円 � 110円 � 480円 枠 連（1－7） 540円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 500円 �� 4，580円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 8，450円 3 連 単 ��� 56，770円

票 数

単勝票数 計 224776 的中 � 15900（5番人気）
複勝票数 計 283971 的中 � 18801（5番人気）� 122316（1番人気）� 8759（7番人気）
枠連票数 計 100758 的中 （1－7） 14437（1番人気）
馬連票数 計 387011 的中 �� 33190（3番人気）
馬単票数 計 218516 的中 �� 6687（7番人気）
ワイド票数 計 272703 的中 �� 15163（3番人気）�� 1429（41番人気）�� 6863（10番人気）
3連複票数 計 525831 的中 ��� 4666（23番人気）
3連単票数 計 747063 的中 ��� 954（150番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―36．1―48．5―1：01．4―1：14．2―1：26．8―1：39．3―1：51．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルーンエンブレム �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2017．12．28 中山6着

2015．3．30生 牝3栗 母 ブラックエンブレム 母母 ヴァンドノワール 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 ルートロアー号は，競走中に疾病〔左第3中手骨開放骨折〕を発症し，決勝線手前で転倒したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイリスロード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30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。
（非当選馬） 2頭 ネイビークロス号・ピュアココロ号
（非抽選馬） 1頭 マカロン号

11018 4月8日 晴 良 （30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

713 サンライズカナロア 牡3黒鹿56 中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 460＋ 81：10．7 6．3�
611 ヴォルフスブルク 牡3芦 56

53 ▲菊沢 一樹 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム B456－ 41：10．91 2．6�
48 エリープラネット 牝3栗 54

52 △森 裕太朗谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 広田牧場 410－101：11．11� 17．7�
510 ラクシュミー 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 浦河 浦河小林牧場 426＋ 41：11．63 5．3�

47 ディーズアマーレ 牝3青鹿54 城戸 義政秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 434± 0 〃 クビ 3．0	
35 ディセントファミリ 牡3青鹿56 丸田 恭介�和田牧場 和田正一郎 新冠 八木 明広 464＋ 11：11．7� 26．1

12 キリシマアオゾラ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 418＋ 11：11．8クビ 117．1�
24 イ リ オ ン 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希岡田 牧雄氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 21：12．43� 157．2�
612 ペイシャヒカリ 牝3青鹿54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 カミイスタット 468－141：12．61� 299．5
11 キュプリーヌス 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士�広富牧場 小桧山 悟 日高 広富牧場 416－121：12．7� 42．9�
23 シンボリソウル �3青鹿56 丹内 祐次シンボリ牧場 尾形 和幸 浦河 高村牧場 440－121：13．02 46．3�
59 クリノカナロアオー �3黒鹿56 柴山 雄一栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 450－121：13．1クビ 246．1�
36 バージニアビーチ 牡3青 56

53 ▲川又 賢治�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 472－ 61：13．2� 36．8�

816 クールフォール 牝3芦 54 勝浦 正樹田畑 利彦氏 石毛 善彦 日高 Shall Farm 474－161：13．94 196．7�
815 クリノモンロー 牝3鹿 54 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 青森 滝沢牧場 434＋ 21：15．17 466．1�
714 シロイシカゲ �3黒鹿56 西田雄一郎田畑 利彦氏 伊藤 大士 新冠 中本牧場 458 ―1：18．1大差 99．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，694，700円 複勝： 22，089，000円 枠連： 9，920，400円
馬連： 31，680，200円 馬単： 17，021，800円 ワイド： 22，496，200円
3連複： 44，745，800円 3連単： 61，409，300円 計： 229，057，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 210円 � 140円 � 280円 枠 連（6－7） 1，050円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，610円 �� 700円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 19，210円

票 数

単勝票数 計 196947 的中 � 24800（4番人気）
複勝票数 計 220890 的中 � 25665（4番人気）� 52498（2番人気）� 16344（5番人気）
枠連票数 計 99204 的中 （6－7） 7302（5番人気）
馬連票数 計 316802 的中 �� 21469（4番人気）
馬単票数 計 170218 的中 �� 6040（8番人気）
ワイド票数 計 224962 的中 �� 12868（4番人気）�� 3370（18番人気）�� 8285（7番人気）
3連複票数 計 447458 的中 ��� 7128（14番人気）
3連単票数 計 614093 的中 ��� 2317（54番人気）

ハロンタイム 9．7―11．4―12．0―12．4―12．4―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―21．1―33．1―45．5―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズカナロア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2017．9．9 阪神5着

2015．1．29生 牡3黒鹿 母 ストリートスタイル 母母 フィラストリート 4戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時40分に変更。
〔騎手変更〕 クールフォール号の騎手中谷雄太は，第5競走での落馬による検査のため勝浦正樹に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シロイシカゲ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月8日まで平地競走に

出走できない。
クリノモンロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 メイハンコック号・リネンスイープ号
（非抽選馬） 2頭 シゲルキュウリ号・シップフォクイーン号



11019 4月8日 晴 良 （30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

11 デクレアラー 牡3栗 56
53 ▲川又 賢治�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 01：49．9 2．8�
59 ソロフレーズ 牡3青鹿56 勝浦 正樹ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460± 01：50．0� 161．7�
23 ク ス リ バ コ 牡3鹿 56 伴 啓太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 452－ 41：50．31� 28．7�
48 バイオスパーク 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 470－ 21：50．4� 2．9�
47 バララットゴールド 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 488－10 〃 ハナ 17．5�
611 スカルダイヤモンド 牡3栗 56 吉田 隼人�KTレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 448－ 2 〃 ハナ 21．1	
35 ダレモカレモ 牡3栗 56 城戸 義政松田 整二氏 荒川 義之 浦河 一珍棒牧場 456＋ 41：50．5� 8．1

612 ワイルドフィクサー 牡3鹿 56 柴山 雄一小川 勲氏 作田 誠二 浦河 岡本 昌市 498＋ 21：51．03 9．3�
816 トラソニャータ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �シルクレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 452＋ 4 〃 クビ 121．6
36 シンゼンピース 牡3栗 56 �島 良太原 司郎氏 飯田 祐史 平取 有限会社中

田牧場 472 ―1：51．21� 55．0�
713 コスモオーヴェル 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 450 ―1：51．41� 139．2�
24 ユイフェンネル 牡3青鹿56 �島 克駿�キーファーズ 松永 幹夫 新ひだか 佐藤 陽一 466＋ 21：51．61� 20．0�
12 サンルイビル 牝3黒鹿54 西田雄一郎 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ 416－ 61：53．4大差 47．2�
815 リヤンドール 牡3栗 56 黛 弘人�ターフ・スポート矢作 芳人 日高 モリナガファーム 432 ―1：54．67 58．9�
714 グランディスカーペ 牡3黒鹿56 丸山 元気小田 吉男氏 安達 昭夫 新冠 アラキフアーム 452－ 41：55．45 13．9�
510 ガッテンイキオイ 牝3黒鹿54 嶋田 純次西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 414－161：55．5� 451．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，928，300円 複勝： 31，079，700円 枠連： 10，693，800円
馬連： 34，975，400円 馬単： 17，573，500円 ワイド： 26，749，000円
3連複： 49，103，800円 3連単： 59，982，700円 計： 253，086，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 1，840円 � 800円 枠 連（1－5） 8，430円

馬 連 �� 22，090円 馬 単 �� 26，890円

ワ イ ド �� 5，320円 �� 1，380円 �� 27，460円

3 連 複 ��� 88，310円 3 連 単 ��� 448，320円

票 数

単勝票数 計 229283 的中 � 63582（1番人気）
複勝票数 計 310797 的中 � 77267（1番人気）� 3355（13番人気）� 8200（9番人気）
枠連票数 計 106938 的中 （1－5） 983（23番人気）
馬連票数 計 349754 的中 �� 1227（45番人気）
馬単票数 計 175735 的中 �� 490（69番人気）
ワイド票数 計 267490 的中 �� 1285（43番人気）�� 5137（14番人気）�� 246（92番人気）
3連複票数 計 491038 的中 ��� 417（160番人気）
3連単票数 計 599827 的中 ��� 97（872番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．9―12．5―12．8―12．6―12．5―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―35．1―47．6―1：00．4―1：13．0―1：25．5―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デクレアラー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．9．17 阪神4着

2015．2．7生 牡3栗 母 アスドゥクール 母母 アイリッシュカーリ 6戦1勝 賞金 10，700，000円
〔騎手変更〕 リヤンドール号の騎手中谷雄太は，第5競走での落馬負傷のため黛弘人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リヤンドール号・グランディスカーペ号・ガッテンイキオイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成30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 オペラサンデー号・セイウンキャンティ号・ツクバマカナ号・モートゥス号

11020 4月8日 晴 良 （30福島1）第2日 第8競走 1，150�サラブレッド系4歳以上
発走13時35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
1：06．9
1：06．9

良
良

813� ブレーヴブラッド 牡6鹿 57
54 ▲横山 武史村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 474＋ 41：09．9 7．6�

34 � ダノンコスモス 牝4栗 55
54 ☆義 英真�ダノックス 高橋 康之 日高 白井牧場 468± 0 〃 クビ 5．7�

46 マルクデラポム 牝5青鹿 55
54 ☆木幡 巧也三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 494＋ 61：10．32� 8．4�

814 シゲルヒョウ 牡4鹿 57
54 ▲菊沢 一樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 伊藤 敏明 B482－ 41：10．4クビ 26．7�

45 サイモンゼーレ 牡5鹿 57
54 ▲藤田菜七子澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 486－10 〃 ハナ 3．0�

712 イソノヴィグラス 牡5栗 57 伴 啓太岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 468－ 21：10．5� 31．0	
58 サンクタリリアス 牝6芦 55

52 ▲山田 敬士
ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 482＋ 41：10．82 28．9�
610 レッドアメリア 牝4鹿 55

52 ▲川又 賢治 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 B454－ 21：10．9� 68．9�
57 コットンパール 牝5鹿 55 城戸 義政
ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 454＋ 61：11．0クビ 211．8
11 サンタアズライト �4栗 57

54 ▲服部 寿希岡田 壮史氏 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 460－ 81：11．64 31．2�
711 フ ィ ネ ス 牝4青鹿 55

54 ☆井上 敏樹落合 幸弘氏 斎藤 誠 新ひだか 下屋敷牧場 430－ 21：11．7クビ 8．5�
69 � フェリシアルチア 牝4栗 55

54 ☆木幡 初也浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 492－10 〃 クビ 5．9�
33 サンドベージュ 牝4栗 55 原田 和真 �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 456＋ 61：11．8クビ 24．2�
22 ダブルミステリー 牝4栗 55

53 △森 裕太朗西山 昌彦氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 446－ 61：12．01� 66．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 20，969，200円 複勝： 27，371，200円 枠連： 10，885，200円
馬連： 36，546，600円 馬単： 19，039，400円 ワイド： 26，930，400円
3連複： 53，188，400円 3連単： 73，387，000円 計： 268，317，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 230円 � 270円 � 270円 枠 連（3－8） 1，810円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 8，380円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 930円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 8，510円 3 連 単 ��� 57，640円

票 数

単勝票数 計 209692 的中 � 22023（4番人気）
複勝票数 計 273712 的中 � 32775（2番人気）� 25617（6番人気）� 26137（5番人気）
枠連票数 計 108852 的中 （3－8） 4656（8番人気）
馬連票数 計 365466 的中 �� 7996（16番人気）
馬単票数 計 190394 的中 �� 1703（35番人気）
ワイド票数 計 269304 的中 �� 5717（13番人気）�� 7506（7番人気）�� 5682（14番人気）
3連複票数 計 531884 的中 ��� 4684（35番人気）
3連単票数 計 733870 的中 ��� 923（203番人気）

ハロンタイム 9．6―11．0―11．7―12．3―12．5―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．6―32．3―44．6―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブレーヴブラッド �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ス キ ャ ン

2012．3．24生 牡6鹿 母 スキャニングジョイ 母母 ミスマルシゲ 21戦1勝 賞金 20，110，000円
初出走 JRA ［他本会外：3戦0勝］



11021 4月8日 晴 良 （30福島1）第2日 第9競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時05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
1：07．0
1：06．5

良
良

816 スパイチャクラ 牝5黒鹿55 丸山 元気 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 462± 01：09．7 1．9�
24 カトルラポール 牝5鹿 55

52 ▲菊沢 一樹石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 474± 01：10．01� 7．2�
35 カネトシブレス 牝5鹿 55

53 △森 裕太朗兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 442－101：10．1� 18．6�
48 メイショウハバネラ 牝4栗 55

52 ▲服部 寿希松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 456－101：10．41� 70．4�
23 ノーブルプルート 牝4鹿 55

52 ▲川又 賢治吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 474＋20 〃 ハナ 50．7�
59 ア プ ト 牝4黒鹿55 伴 啓太ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋10 〃 ハナ 9．0�
612� チタンクレバー 牝5青鹿55 勝浦 正樹鈴木 康弘氏 古賀 史生 新冠 村上 欽哉 434－ 11：10．61 62．7	
12 ハイレベルバイオ 牝6黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也バイオ
 牧 光二 安平 ノーザンファーム B480－261：10．7� 6．3�
36 ゼーリムニル 牝5鹿 55 吉田 隼人一村 哲也氏 �島 一歩 日高 高山牧場 474－141：10．91� 47．6�
815 ユトリチャン 牝4鹿 55

52 ▲横山 武史田端 修氏 的場 均 新冠 安達 洋生 426＋121：11．0クビ 18．6
47 ワンダフルラッシュ 牝5黒鹿55 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 446＋ 21：11．21� 26．4�
510 ステイウィズアンナ 牝4黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 390＋ 2 〃 ハナ 24．5�
714 プリンセスオーラ 牝5鹿 55 柴山 雄一大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 436－ 8 〃 ハナ 19．2�
611� ビージュノー 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士馬場 祥晃氏 松永 康利 日高 オリオンファーム 398－ 21：11．3� 430．2�
713� ベレーザフォンテン 牝5黒鹿55 嶋田 純次吉橋 興生氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 434－ 71：12．15 214．8�
11 エヴェリーナ 牝4栗 55

54 ☆井上 敏樹�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 490－ 41：14．0大差 44．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，522，400円 複勝： 29，918，400円 枠連： 12，913，700円
馬連： 44，830，200円 馬単： 22，948，200円 ワイド： 30，045，400円
3連複： 60，365，700円 3連単： 82，761，800円 計： 308，305，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 180円 � 350円 枠 連（2－8） 550円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 340円 �� 690円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 9，240円

票 数

単勝票数 計 245224 的中 � 99232（1番人気）
複勝票数 計 299184 的中 � 91176（1番人気）� 38907（2番人気）� 14891（7番人気）
枠連票数 計 129137 的中 （2－8） 18164（1番人気）
馬連票数 計 448302 的中 �� 49335（1番人気）
馬単票数 計 229482 的中 �� 16624（1番人気）
ワイド票数 計 300454 的中 �� 24860（2番人気）�� 10888（6番人気）�� 6172（11番人気）
3連複票数 計 603657 的中 ��� 14113（6番人気）
3連単票数 計 827618 的中 ��� 6487（8番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．1―11．9―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．8―45．7―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スパイチャクラ �
�
父 Shamardal �

�
母父 Green Desert デビュー 2015．12．5 阪神6着

2013．4．14生 牝5黒鹿 母 グリーンアイズⅡ 母母 Karlafsha 18戦3勝 賞金 43，044，000円
〔騎手変更〕 ベレーザフォンテン号の騎手中谷雄太は，第5競走での落馬負傷のため嶋田純次に変更。
〔発走状況〕 エヴェリーナ号は，馬場入場時に右後肢落鉄。発走時刻3分遅延。
〔その他〕 エヴェリーナ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 エヴェリーナ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年6月8日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ジャスティンラヴ号・バーミーブリーズ号・ブラディーリッパー号・ヤマニンベルベーヌ号・ラパンノワール号

11022 4月8日 晴 良 （30福島1）第2日 第10競走 2，000�
じ ょ う ど だ い ら

浄 土 平 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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

24 ヤマニンリュウセイ 牡5栗 57 丸山 元気土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 482＋ 22：01．5 4．0�
815 リリックドラマ 牝4鹿 55 城戸 義政ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－122：01．71 15．2�
48 モ ク レ レ 牡4黒鹿57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500－ 2 〃 ハナ 3．0�
510 アルケミスト 牝5鹿 55 菊沢 一樹�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 438＋ 22：01．8� 19．4�
47 アイスコールド 牝5鹿 55 勝浦 正樹ゴドルフィン 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 4 〃 クビ 22．9	
35 シ ン デ ン 牡4鹿 57 木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 476－ 82：01．9クビ 60．1

23 エ ー ル �4黒鹿57 �島 良太�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422－ 4 〃 アタマ 32．6�
36 ハ ウ エ バ ー 牡4栗 57 丹内 祐次古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 412－ 2 〃 クビ 6．2�
12 アドマイヤアロー 牝4鹿 55 �島 克駿近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 452＋ 62：02．0� 19．7
714 ラ レ ゾ ン 牝4黒鹿55 木幡 初也 �社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 22：02．31� 148．2�
11 シュンクルーズ 牡6黒鹿57 西田雄一郎村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 456－ 8 〃 クビ 185．4�
611 オンザロックス 牡5鹿 57 森 裕太朗稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 490－ 22：02．4� 25．7�
816 ブラックカード 牡4黒鹿57 柴山 雄一岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 462＋ 22：02．71� 23．2�
612 マイネルプレッジ 牡7鹿 57 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 446－ 42：03．65 31．7�
713 フラワープレミア 牡4鹿 57 丸田 恭介花村 誠氏 池上 昌和 平取 船越 伸也 476－ 62：03．81� 36．4�
59 ダノンサンシャイン 牡5栗 57 中井 裕二�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 500± 02：03．9� 9．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，033，000円 複勝： 34，785，300円 枠連： 16，594，400円
馬連： 59，489，200円 馬単： 26，857，800円 ワイド： 41，286，200円
3連複： 87，474，400円 3連単： 109，097，000円 計： 401，617，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 310円 � 160円 枠 連（2－8） 2，220円

馬 連 �� 3，640円 馬 単 �� 5，970円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 370円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 3，760円 3 連 単 ��� 23，340円

票 数

単勝票数 計 260330 的中 � 51342（2番人気）
複勝票数 計 347853 的中 � 61424（2番人気）� 23172（5番人気）� 62037（1番人気）
枠連票数 計 165944 的中 （2－8） 5768（10番人気）
馬連票数 計 594892 的中 �� 12659（10番人気）
馬単票数 計 268578 的中 �� 3372（17番人気）
ワイド票数 計 412862 的中 �� 7869（11番人気）�� 31556（1番人気）�� 8961（8番人気）
3連複票数 計 874744 的中 ��� 17440（4番人気）
3連単票数 計1090970 的中 ��� 3388（40番人気）

ハロンタイム 12．2―11．6―11．7―12．7―12．5―12．2―11．6―12．1―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．8―35．5―48．2―1：00．7―1：12．9―1：24．5―1：36．6―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンリュウセイ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2015．9．12 中山3着

2013．2．9生 牡5栗 母 ヤマニンメルベイユ 母母 ヤマニンアリーナ 22戦3勝 賞金 40，155，000円
〔騎手変更〕 ダノンサンシャイン号の騎手中谷雄太は，第5競走での落馬負傷のため中井裕二に変更。
※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 オンワードミシガン号・マリネリス号



11023 4月8日 晴 良 （30福島1）第2日 第11競走 1，700�
よ ね ざ わ

米 沢 特 別
発走15時20分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，29．4．8以降30．4．1まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：43．3
1：40．9

良
重

34 ローレルリーベ 牡4栗 54 嘉藤 貴行 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 508－ 61：45．7 7．8�
58 ルーレットクイーン 牝5栗 52 吉田 隼人�KTレーシング 武井 亮 浦河 昭和牧場 432－ 61：45．91� 17．8�
59 � ヒルノサルバドール 牡5栗 54 横山 武史�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 452＋ 21：46．11� 5．9�
814 ビ ス カ リ ア 牝6鹿 54 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 462－121：46．2クビ 10．4�
713 レッドウィズダム 牡5鹿 55 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 492－121：46．51� 4．5�
35 コティニャック 牡6青鹿56 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 B520－ 2 〃 ハナ 6．0	
23 スプリングフット 牡4鹿 53 山田 敬士島川 
哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 480－ 41：47．56 200．5�
611 メンターモード 牡4鹿 54 丸田 恭介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B504± 0 〃 ハナ 16．2�
815 カ ネ ノ イ ロ 牡5鹿 56 �島 克駿江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 484－ 21：47．6クビ 6．3
11 ボーントゥレイン 牡5鹿 54 木幡 巧也窪田 康志氏 田村 康仁 浦河 谷川牧場 520＋ 21：47．7� 32．6�
47 レコンキスタ 牡4栗 54 井上 敏樹村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B490－ 61：47．91� 19．9�
46 � ア リ ス カ ン 牡4黒鹿54 木幡 初也髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 B510－ 2 〃 アタマ 16．4�
610 レインオーバー �7青鹿54 �島 良太 �グリーンファーム田中 剛 千歳 社台ファーム 450－ 6 〃 アタマ 134．1�
712 アイアムナチュラル 牡7鹿 54 西田雄一郎堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 506－161：48．22 160．8�
22 シトロプシス 牝5鹿 51 藤田菜七子 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 460－ 41：48．73 23．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，287，000円 複勝： 57，308，000円 枠連： 40，486，800円
馬連： 157，569，300円 馬単： 61，675，900円 ワイド： 78，207，000円
3連複： 229，393，100円 3連単： 291，858，500円 計： 958，785，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 290円 � 430円 � 270円 枠 連（3－5） 800円

馬 連 �� 6，960円 馬 単 �� 13，010円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 1，160円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 14，010円 3 連 単 ��� 100，760円

票 数

単勝票数 計 422870 的中 � 43087（5番人気）
複勝票数 計 573080 的中 � 52742（5番人気）� 32282（7番人気）� 58618（4番人気）
枠連票数 計 404868 的中 （3－5） 38947（2番人気）
馬連票数 計1575693 的中 �� 17544（26番人気）
馬単票数 計 616759 的中 �� 3555（53番人気）
ワイド票数 計 782070 的中 �� 9204（31番人気）�� 17739（12番人気）�� 10962（23番人気）
3連複票数 計2293931 的中 ��� 12272（52番人気）
3連単票数 計2918585 的中 ��� 2100（379番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―11．8―12．2―12．6―12．5―12．7―12．7―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．8―42．0―54．6―1：07．1―1：19．8―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローレルリーベ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2017．3．5 中山3着

2014．3．25生 牡4栗 母 ケイアイメルヘン 母母 ブリーダーズフライト 7戦3勝 賞金 32，592，000円
〔騎手変更〕 カネノイロ号の騎手中谷雄太は，第5競走での落馬負傷のため�島克駿に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トゥールエッフェル号・ランドハイパワー号
（非抽選馬） 7頭 アンプラグド号・シベリウス号・トーホウリーガル号・ネコビッチ号・ハシカミ号・リョウランヒーロー号・

レッドアフレイム号

11024 4月8日 晴 良 （30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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

816�� トーセンアルバータ 牝5鹿 55 黛 弘人島川 �哉氏 古賀 史生 豪
Arrowfield Pastoral Pty Ltd,
Planette Thoroughbred Trad-
ing, Belford Prod

B482－ 41：10．5 5．1�
23 タガノフレイア 牝4鹿 55 吉田 隼人八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 410＋ 41：10．6	 9．5�
11 � サ リ ネ ロ 牝4黒鹿55 柴山 雄一吉田 和美氏 中川 公成 米

Gaines－Gentry TBs, John
Hardy, Olin Gentry, Jude
Thompson & Thomas Gaine

508＋ 61：10．7クビ 6．4�
48 フェアラフィネ 牝6芦 55 �島 克駿ディアレストクラブ� 森田 直行 日高 豊洋牧場 464＋101：10．8	 24．6�
510 ス ノ ー マ ン 牡5鹿 57 勝浦 正樹永井 秀貴氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 494＋ 2 〃 ハナ 7．0	
47 � ブライトンピア 牡4栗 57 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450－ 61：10．9
 90．7

611 プルメリアブーケ 牝5栗 55 木幡 巧也吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 462－10 〃 アタマ 74．1�
36 � ナンヨービーナス 牝4鹿 55 木幡 初也中村 德也氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 510＋10 〃 ハナ 74．8�
59 � ウメマツサクラ 牝5鹿 55 �島 良太木村 信彦氏 森田 直行 日高 道見牧場 468－121：11．0	 23．6
714 サウンドドゥイット 牡6鹿 57 丸山 元気増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 452－ 4 〃 ハナ 4．9�
35 �� トーセンクリス 牝5鹿 55 藤田菜七子島川 �哉氏 大久保龍志 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

508－101：11．1
 5．6�
612 シセイカスガ 牡7黒鹿57 中井 裕二猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 424－ 21：11．2	 71．2�
713 アブソリュカフェ 牡7黒鹿57 丸田 恭介西川 光一氏 和田 勇介 日高 ヤナガワ牧場 490－101：11．41� 255．4�
24 アルミューテン 牝4栗 55 丹内 祐次伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 466－ 61：12．46 8．5�
815 ファステストネオ 牝4栗 55 森 裕太朗鈴木 伸昭氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 464＋ 21：13．89 102．8�
12 � エアオブザドラゴン �5鹿 57 大江原 圭岡田 牧雄氏 大江原 哲 英 Cheveley Park

Stud Ltd 496－10 （競走中止） 123．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，740，900円 複勝： 53，223，100円 枠連： 26，860，200円
馬連： 100，304，700円 馬単： 42，093，300円 ワイド： 60，136，500円
3連複： 147，266，300円 3連単： 188，630，300円 計： 662，255，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 310円 � 230円 枠 連（2－8） 1，030円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 940円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 8，810円 3 連 単 ��� 49，400円

票 数

単勝票数 計 437409 的中 � 68091（2番人気）
複勝票数 計 532231 的中 � 82988（2番人気）� 40340（7番人気）� 59863（4番人気）
枠連票数 計 268602 的中 （2－8） 20203（2番人気）
馬連票数 計1003047 的中 �� 25996（17番人気）
馬単票数 計 420933 的中 �� 6024（26番人気）
ワイド票数 計 601365 的中 �� 13847（16番人気）�� 16659（11番人気）�� 11141（20番人気）
3連複票数 計1472663 的中 ��� 12529（35番人気）
3連単票数 計1886303 的中 ��� 2768（198番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―12．0―11．6―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
トーセンアルバータ �

�
父 More Than Ready �

�
母父 Flying Spur

2013．10．4生 牝5鹿 母 Alverta 母母 Grilse 9戦1勝 賞金 17，293，000円
地方デビュー 2016．1．8 浦和

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 トーセンクリス号の騎手中谷雄太は，第5競走での落馬負傷のため藤田菜七子に変更。
〔競走中止〕 エアオブザドラゴン号は，競走中に異常歩様となったため4コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 エアオブザドラゴン号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファステストネオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30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） 2頭 ウインペイザージュ号・オトコギマサムネ号
（非抽選馬） 6頭 クーファディーヴァ号・ダーリンラブラ号・ブレイズガール号・ベリーグレート号・マッタナシ号・ミヤラビランド号

３レース目



（30福島1）第2日 4月8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

173，880，000円
2，590，000円
14，850，000円
1，700，000円
19，200，000円
72，934，500円
5，624，800円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
292，020，500円
388，606，900円
173，535，900円
629，769，300円
298，952，800円
402，972，300円
909，335，600円
1，187，864，700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 4，283，058，000円

総入場人員 11，828名 （有料入場人員 10，157名）
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