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11049 4月21日 晴 良 （30福島1）第5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

23 サイドストリート 牝3鹿 54 勝浦 正樹山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 466－ 61：09．3 1．8�
816 キミワテンマ 牡3鹿 56 吉田 隼人浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 492－ 61：10．36 3．9�
713 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± 0 〃 クビ 8．3�

12 トモジャオール 牝3黒鹿54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 山際牧場 464± 01：10．72� 13．6�
510 ビーコンファイヤー 牝3青鹿 54

53 ☆義 英真鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 谷口牧場 470－ 41：10．8� 17．6�
11 シップフォクイーン 牝3鹿 54 菱田 裕二 �グリーンファーム牧浦 充徳 新ひだか 土田 扶美子 450± 01：11．01� 23．2	
815 セトノブルグ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希難波 澄子氏 南井 克巳 日高 新井 昭二 474± 01：11．21 41．1

59 キクノシャイン 牝3青鹿 54

51 ▲川又 賢治菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム 460＋ 41：11．3� 12．9�
48 ピンクソルト 牝3栗 54 伊藤 工真 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 426± 01：11．61� 239．9
47 セルリアンラグバ 牡3栗 56 古川 吉洋�イクタ 川村 禎彦 新冠 村本牧場 462－ 41：12．34 132．9�
612 キ ン メ 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也小山田 満氏 小野 次郎 日高 メイプルファーム 452－16 〃 アタマ 234．6�
611 シゲルキュウリ 牡3鹿 56 西田雄一郎森中 蕃氏 清水 英克 新ひだか タガミファーム 462－ 21：12．4クビ 127．8�
35 スニッファー 牡3栗 56 丹内 祐次伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 B502 ―1：12．61� 115．5�
24 ハクサンテンシ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 398－ 41：12．92 66．8�
36 ミヤコキング 牡3黒鹿56 北村 宏司吉田喜代司氏 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526＋101：13．64 78．1�
714 マサノミュージック 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 460＋ 21：14．13 237．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，955，100円 複勝： 30，576，600円 枠連： 9，460，100円
馬連： 29，768，900円 馬単： 17，223，000円 ワイド： 22，259，400円
3連複： 42，879，400円 3連単： 60，468，000円 計： 228，590，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（2－8） 340円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 150円 �� 270円 �� 360円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 1，760円

票 数

単勝票数 計 159551 的中 � 68925（1番人気）
複勝票数 計 305766 的中 � 148429（1番人気）� 53331（2番人気）� 27140（3番人気）
枠連票数 計 94601 的中 （2－8） 21119（1番人気）
馬連票数 計 297689 的中 �� 60227（1番人気）
馬単票数 計 172230 的中 �� 22397（1番人気）
ワイド票数 計 222594 的中 �� 45967（1番人気）�� 18598（2番人気）�� 12937（4番人気）
3連複票数 計 428794 的中 ��� 47343（1番人気）
3連単票数 計 604680 的中 ��� 24863（1番人気）

ハロンタイム 9．5―11．0―11．6―12．3―12．3―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．5―32．1―44．4―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイドストリート �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．3．25 中山6着

2015．3．10生 牝3鹿 母 メアリーズガーデン 母母 サンデーピクニック 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ミヤコキング号は，競走中に疾病〔右第3中手骨々折〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マサノミュージック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月21日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 サンタフェサン号・ジャックビーンズ号・スナークタチヤマ号

11050 4月21日 晴 良 （30福島1）第5日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時20分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

24 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 458－ 21：10．9 25．1�

611 タイセイアピール 牝3黒鹿54 田辺 裕信田中 成奉氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 460－ 41：11．0� 3．6�
713 クラウンチャンプ 牡3鹿 56 秋山真一郎矢野 恭裕氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 468－ 21：11．31� 2．6�
612 カシノレガーメ 牡3黒鹿56 西田雄一郎柏木 務氏 清水 英克 日高 野島牧場 452－ 4 〃 クビ 45．4�
36 ピュールフォルス 牡3栗 56 	島 克駿 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 490＋18 〃 ハナ 5．8�
47 ビスタペルフェッタ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 初也今中 俊平氏 黒岩 陽一 日高 森永牧場 B464＋ 41：11．4クビ 170．8	
35 マイラティーシャ 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 432－ 61：11．61
 7．0

815 ペイシャオブライフ 牝3鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 隆栄牧場 474－ 41：11．81
 7．8�
11 フ レ ネ シ ー 牡3鹿 56 丸山 元気三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 400－12 〃 クビ 47．7�
23 オレンジヒロイン 牝3栗 54 津村 明秀伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 432－ 81：12．01
 40．6
59 ブラックチーカ 牝3青 54 西村 太一岡田 牧雄氏 田中 剛 新ひだか 岡田スタツド 402－121：12．21
 195．1�
12 キリシマアスカ 牝3鹿 54 丸田 恭介土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 422－ 8 〃 ハナ 92．8�
714 グランドレユシー 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也田畑 利彦氏 石栗 龍彦 浦河 モトスファーム 448＋ 21：12．62� 176．2�
510 メイショウミツバ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 416 ―1：12．81
 100．8�
48 ウイッチテリア 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子�木村牧場 和田 勇介 日高 木村牧場 400－ 41：12．9� 86．8�
816 ブライティアマール 牝3青鹿 54

51 ▲横山 武史小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 436＋161：14．8大差 198．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，247，300円 複勝： 22，279，800円 枠連： 8，478，700円
馬連： 27，460，800円 馬単： 14，379，700円 ワイド： 20，815，100円
3連複： 38，321，700円 3連単： 47，534，000円 計： 194，517，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，510円 複 勝 � 360円 � 140円 � 130円 枠 連（2－6） 1，990円

馬 連 �� 4，240円 馬 単 �� 11，680円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 920円 �� 200円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 33，520円

票 数

単勝票数 計 152473 的中 � 4847（6番人気）
複勝票数 計 222798 的中 � 10051（6番人気）� 47305（2番人気）� 56924（1番人気）
枠連票数 計 84787 的中 （2－6） 3301（10番人気）
馬連票数 計 274608 的中 �� 5009（12番人気）
馬単票数 計 143797 的中 �� 923（31番人気）
ワイド票数 計 208151 的中 �� 3969（13番人気）�� 5043（11番人気）�� 33971（1番人気）
3連複票数 計 383217 的中 ��� 10215（9番人気）
3連単票数 計 475340 的中 ��� 1028（96番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―12．1―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．1―47．2―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カワキタロマン �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．10．29 東京15着

2015．4．3生 牡3黒鹿 母 カリオンレディ 母母 ヒシレイホウ 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブライティアマール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月21日まで平

地競走に出走できない。
※カシノレガーメ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 福島競馬 第５日



11051 4月21日 晴 良 （30福島1）第5日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

59 ロジペルレスト 牡3栗 56 池添 謙一久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 510－ 41：47．3 1．6�
712 ゴールドパッション 牡3栗 56 北村 宏司居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 504－ 81：48．04 6．8�
713 ア ト ス 牡3青鹿 56

53 ▲川又 賢治前原 敏行氏 奥村 豊 浦河 バンブー牧場 436－ 61：48．21� 9．1�
46 セイカメテオライト 牡3鹿 56 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 446＋ 21：48．3クビ 9．5�
58 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 504＋ 21：48．51� 12．4�
34 マーナガルム 牡3鹿 56 �島 克駿吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム B456＋ 41：48．81� 13．8	
814 ブルベアミブナ 牡3鹿 56 西田雄一郎 �ブルアンドベア 石毛 善彦 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 478－ 41：50．6大差 258．4

611 ケイジーワンダー 牡3黒鹿56 宮崎 北斗鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B514－ 41：51．23� 436．4�
22 トモジャオーサム 牡3栗 56 菱田 裕二吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 516± 01：51．73 211．2�
47 ブルベアセロリ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 442－ 21：52．23 118．1
23 タマモブラボー 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 498＋ 21：52．3クビ 29．1�
35 グランオーラ 牡3鹿 56 吉田 隼人馬目 卓氏 萱野 浩二 青森 青南ムラカミ

ファーム 494－ 4 〃 アタマ 109．1�
815 タマモビックリ 牡3栗 56 黛 弘人タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B494－ 6 〃 アタマ 437．6�
11 サンマルアナザー 牡3鹿 56 蛯名 正義相馬 勇氏 和田 勇介 日高 田端牧場 462－ 21：52．94 19．8�
610 ロードゲイル 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 浦河 谷川牧場 510＋ 21：54．38 38．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，805，800円 複勝： 31，930，900円 枠連： 8，232，900円
馬連： 29，611，600円 馬単： 18，850，400円 ワイド： 23，666，200円
3連複： 42，950，200円 3連単： 58，789，000円 計： 233，837，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 220円 枠 連（5－7） 340円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 250円 �� 420円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 5，320円

票 数

単勝票数 計 198058 的中 � 94638（1番人気）
複勝票数 計 319309 的中 � 131181（1番人気）� 39761（2番人気）� 23062（5番人気）
枠連票数 計 82329 的中 （5－7） 18682（1番人気）
馬連票数 計 296116 的中 �� 34066（2番人気）
馬単票数 計 188504 的中 �� 16226（2番人気）
ワイド票数 計 236662 的中 �� 27374（2番人気）�� 13871（4番人気）�� 6477（9番人気）
3連複票数 計 429502 的中 ��� 16268（4番人気）
3連単票数 計 587890 的中 ��� 7997（5番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．5―30．2―42．9―55．7―1：08．5―1：21．7―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．8
1
3

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

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

ロジペルレスト �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 Aldebaran デビュー 2018．2．4 東京7着

2015．4．28生 牡3栗 母 ペルレストラーダ 母母 ドーニングストーム 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 グランオーラ号の調教師萱野浩二は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔その他〕 ブルベアミョウガ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症。

サンマルアナザー号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードゲイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月21日まで平地競走

に出走できない。
※アトス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

11052 4月21日 晴 良 （30福島1）第5日 第4競走 2，770�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード2：59．3良

22 クリュティエ 牝4鹿 57 山本 康志 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 63：03．4 8．6�

79 シーライオン 牡4黒鹿59 北沢 伸也石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 小泉牧場 488＋ 73：03．5� 22．9�
11 ゲネラルプローベ 牡6鹿 60 中村 将之前田 葉子氏 宮本 博 浦河 福岡 光夫 476－103：03．71� 2．7�
811 ミヤコギムレット �4鹿 59 石神 深一吉田喜代司氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 472－123：04．33� 28．6�
68 ブ ル ノ 牡4栗 59 難波 剛健北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 460－ 43：05．910 15．6	
710 ブルーガーディアン 牡6黒鹿60 上野 翔 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 498± 03：06．53� 7．9

55 スカイステージ 牡5黒鹿60 草野 太郎佐々木 徹氏 中川 公成 新冠 シンユウフアーム 476－ 43：06．82 19．5�
67 � クリノアスカ 牝4青鹿57 原田 和真栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 鎌田 正嗣 446－ 63：07．65 155．6�
56 コパカバーナ 牝4栗 57 大江原 圭ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 室田 千秋 492－ 23：08．24 35．9�
812� ダイシンサクセス �5黒鹿60 白浜 雄造大八木信行氏 森 秀行 新ひだか 矢野牧場 480＋ 63：09．9大差 5．4�
33 メイショウヒコボシ 牡7鹿 60 森 一馬松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 530－ 43：10．64 4．6�
44 � ゴールドミライ 牝5鹿 58 蓑島 靖典 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 日高 豊郷牧場 458－103：15．7大差 73．0�
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売 得 金
単勝： 11，557，400円 複勝： 14，017，200円 枠連： 7，713，300円
馬連： 21，048，800円 馬単： 12，671，600円 ワイド： 15，048，800円
3連複： 34，260，600円 3連単： 46，293，700円 計： 162，611，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 220円 � 500円 � 140円 枠 連（2－7） 2，160円

馬 連 �� 8，290円 馬 単 �� 17，370円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 510円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 6，840円 3 連 単 ��� 63，440円

票 数

単勝票数 計 115574 的中 � 10645（5番人気）
複勝票数 計 140172 的中 � 14978（5番人気）� 5254（8番人気）� 35833（1番人気）
枠連票数 計 77133 的中 （2－7） 2764（9番人気）
馬連票数 計 210488 的中 �� 1967（31番人気）
馬単票数 計 126716 的中 �� 547（60番人気）
ワイド票数 計 150488 的中 �� 1733（28番人気）�� 8205（3番人気）�� 3042（16番人気）
3連複票数 計 342606 的中 ��� 3755（24番人気）
3連単票数 計 462937 的中 ��� 529（216番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 52．6－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリュティエ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2017．1．29 東京4着

2014．2．1生 牝4鹿 母 キョウエイハツラツ 母母 ケイシュウハーブ 障害：3戦1勝 賞金 7，800，000円

追 加 記 事（第 1回福島競馬第 4日第 6競走）
〔その他〕　　ビップエピス号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。



11053 4月21日 晴 良 （30福島1）第5日 第5競走 ��3，380�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10分 （ 芝 ）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：38．5良

56 マイネルピクトル 牡7鹿 62 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 青木 孝文 新ひだか 大典牧場 504－143：44．4 12．2�

44 � マイネルプロンプト �6黒鹿62 森 一馬岡田 壮史氏 坂口 正則 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 63：44．61� 2．6�
67 � コ ン コ ー ド 牡6鹿 62 石神 深一林 正道氏 武井 亮 浦河 酒井牧場 524－103：45．34 2．8�
33 シゲルロウニンアジ 牡5鹿 60 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 490－ 23：45．51� 34．0�
811 メイショウラプター 牡4鹿 59 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 佐藤 陽一 466± 03：46．24 7．9�
11 アドマイヤフォルム 牡5黒鹿61 北沢 伸也近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 488－ 6 〃 アタマ 8．8	
22 ラ ス テ ラ 牝7鹿 60 鈴木 慶太岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 486－ 43：46．51	 41．5

79 クラシックマーク 牝7栗 58 上野 翔小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 450－ 43：47．88 18．5�
812 キープトライン 牡8鹿 60 原田 和真岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B494－ 83：48．54 144．3�
68 � ブライアンキング 牡6鹿 60 植野 貴也林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 488－143：48．6
 24．6
710 フ ィ エ ル テ 牝6鹿 58 白浜 雄造�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498－ 63：56．9大差 37．7�
55 クリノダイコクテン 牡7栃栗61 金子 光希栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 472－ 23：57．0
 69．4�
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売 得 金
単勝： 13，494，300円 複勝： 16，939，500円 枠連： 7，988，500円
馬連： 25，328，900円 馬単： 17，192，600円 ワイド： 18，342，200円
3連複： 40，101，000円 3連単： 56，339，700円 計： 195，726，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 190円 � 120円 � 130円 枠 連（4－5） 1，270円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 480円 �� 580円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 10，180円

票 数

単勝票数 計 134943 的中 � 8778（5番人気）
複勝票数 計 169395 的中 � 16323（5番人気）� 46433（1番人気）� 35889（2番人気）
枠連票数 計 79885 的中 （4－5） 4860（6番人気）
馬連票数 計 253289 的中 �� 14138（4番人気）
馬単票数 計 171926 的中 �� 3605（14番人気）
ワイド票数 計 183422 的中 �� 8780（6番人気）�� 7041（7番人気）�� 27973（1番人気）
3連複票数 計 401010 的中 ��� 25701（2番人気）
3連単票数 計 563397 的中 ��� 4010（19番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 52．9－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルピクトル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2014．5．24 東京15着

2011．4．12生 牡7鹿 母 アートブライアン 母母 アートロマン 障害：15戦4勝 賞金 54，450，000円

11054 4月21日 晴 良 （30福島1）第5日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12時45分 （ダート・右）

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

58 セータコローナ 牝5鹿 55 秋山真一郎�G1レーシング 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 488－101：46．7 5．0�
69 ホッコーライデン 牡4黒鹿57 北村 宏司北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 510－ 61：47．02 10．6�
813 テ ィ ー コ ア 牡4栗 57

56 ☆義 英真深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 B506－ 21：47．42 16．6�
33 エイシンナセル 牡6鹿 57

54 ▲川又 賢治�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 486± 01：47．61� 26．3�
610 レッドゼノン 牡4黒鹿57 古川 吉洋 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B464± 0 〃 アタマ 8．4�
711 アシャカリブラ 牡4黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B516－101：47．7� 9．9	
46 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 464－ 21：47．91� 2．0

814	 ダイナマイトガイ 牡4栗 57 蛯名 正義�KTレーシング 本間 忍 浦河 桑田牧場 476－ 2 〃 ハナ 97．6�
11 	 ワンダフルボーラー 牡5鹿 57 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B498－ 41：48．0� 164．2�
45 	 マ ハ ロ 牡4鹿 57 丸山 元気 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム 484－ 81：48．31
 23．8
34 ル ノ ー ト ル �5青鹿57 丹内 祐次吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 456－181：48．93� 31．4�
712 メイショウアケボノ 牝5鹿 55

52 ▲服部 寿希松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 516＋ 41：49．32� 209．8�
57 ラヴィソント 牝4鹿 55 的場 勇人岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 420＋ 41：49．4
 270．2�
22 サ ノ ヘ ッ ド 牡4黒鹿57 田辺 裕信佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 B508－ 81：52．6大差 16．0�
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売 得 金
単勝： 23，612，800円 複勝： 33，355，500円 枠連： 9，427，200円
馬連： 34，968，800円 馬単： 19，908，700円 ワイド： 27，069，500円
3連複： 48，085，600円 3連単： 65，016，100円 計： 261，444，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 340円 � 380円 枠 連（5－6） 1，360円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 4，830円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 960円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 10，920円 3 連 単 ��� 44，670円

票 数

単勝票数 計 236128 的中 � 37574（2番人気）
複勝票数 計 333555 的中 � 51427（2番人気）� 23548（5番人気）� 20961（6番人気）
枠連票数 計 94272 的中 （5－6） 5359（5番人気）
馬連票数 計 349688 的中 �� 8988（11番人気）
馬単票数 計 199087 的中 �� 3089（17番人気）
ワイド票数 計 270695 的中 �� 6602（12番人気）�� 7350（10番人気）�� 3883（20番人気）
3連複票数 計 480856 的中 ��� 3300（36番人気）
3連単票数 計 650161 的中 ��� 1055（141番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．2―12．6―12．5―12．3―12．5―12．8―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．4―43．0―55．5―1：07．8―1：20．3―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セータコローナ �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2015．10．25 京都10着

2013．2．5生 牝5鹿 母 シーエスシルク 母母 Remember the Day 17戦3勝 賞金 33，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サノヘッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月21日まで平地競走に

出走できない。



11055 4月21日 晴 良 （30福島1）第5日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13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
1：57．3
1：56．1

良
良

713 サクセステーラー 牡3黒鹿56 岩崎 翼中西 浩一氏 石橋 守 平取 有限会社中
田牧場 450＋ 22：02．9 6．8�

24 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± 02：03．0� 5．9�
47 アイスキューブ 牡3青鹿56 勝浦 正樹山本 剛史氏 尾関 知人 日高 下河辺牧場 438＋ 2 〃 ハナ 40．8�
714 ア ク シ ス 牡3黒鹿 56

53 ▲川又 賢治�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 452－12 〃 ハナ 9．5�
510 ツクバマカナ 牡3黒鹿56 丸田 恭介細谷 武史氏 蛯名 利弘 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 454－102：03．1クビ 46．8�
23 ダノンパーフェクト 牡3鹿 56 池添 謙一�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 490－ 4 〃 クビ 4．5	
12 ショウナンワダツミ 牡3栗 56 蛯名 正義国本 哲秀氏 和田 勇介 新ひだか 静内フアーム 434－102：03．2クビ 15．5

35 ドレサージュ 牝3芦 54 津村 明秀�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 410－182：03．3� 5．6�
48 マイキャラット 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也飯田 正剛氏 小島 茂之 新ひだか 千代田牧場 440－16 〃 クビ 61．8�
815 サンマルベラータ 牝3鹿 54 北村 宏司相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 田端牧場 422－182：03．72� 12．3
612 スターヴォヤージ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 426－ 4 〃 ハナ 22．3�
59 インペリオーソ 牝3青鹿54 丸山 元気吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 B458－ 2 〃 クビ 16．0�
816 カーヴェドロワ 牡3黒鹿56 秋山真一郎幅田 昌伸氏 藤岡 健一 青森 諏訪牧場 492 ―2：03．91	 22．7�
11 ウェルズレジェンド 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 本桐牧場 474－ 22：04．0� 202．3�
611 リアルハニー 牝3栗 54 伊藤 工真湊 義明氏 大竹 正博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472＋202：04．1クビ 16．1�
36 マイネルポーション 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 22：04．41� 109．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，352，400円 複勝： 25，536，700円 枠連： 12，142，000円
馬連： 33，182，700円 馬単： 16，331，900円 ワイド： 24，116，400円
3連複： 48，745，300円 3連単： 56，343，000円 計： 233，750，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 190円 � 190円 � 850円 枠 連（2－7） 580円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 4，150円

ワ イ ド �� 700円 �� 3，970円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 27，080円 3 連 単 ��� 141，830円

票 数

単勝票数 計 173524 的中 � 20140（4番人気）
複勝票数 計 255367 的中 � 39789（1番人気）� 38961（2番人気）� 5840（12番人気）
枠連票数 計 121420 的中 （2－7） 16155（1番人気）
馬連票数 計 331827 的中 �� 13338（5番人気）
馬単票数 計 163319 的中 �� 2951（10番人気）
ワイド票数 計 241164 的中 �� 9440（3番人気）�� 1512（56番人気）�� 2042（39番人気）
3連複票数 計 487453 的中 ��� 1350（102番人気）
3連単票数 計 563430 的中 ��� 288（527番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―12．4―13．5―13．0―12．3―12．1―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．0―47．4―1：00．9―1：13．9―1：26．2―1：38．3―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクセステーラー �
�
父 アンライバルド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．8．19 小倉7着

2015．5．15生 牡3黒鹿 母 テ ィ ア レ 母母 ササファイヤー 6戦1勝 賞金 6，250，000円
〔制裁〕 ダノンパーフェクト号の騎手池添謙一は，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：2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。
（非当選馬） 1頭 ウインスラーヴァ号

11056 4月21日 晴 良 （30福島1）第5日 第8競走 ��1，150�サラブレッド系4歳以上
発走13時45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

510 シュピールカルテ 牝4青鹿55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 61：09．5 6．4�

12 ハヤブサレディゴー 牝5栗 55 吉田 隼人�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 492－ 61：09．6� 2．0�
816 ウィズアウィッシュ 牝4鹿 55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 浦河 中島牧場 474－ 41：09．7クビ 14．1�
713 サイモンミラベル 牝4栗 55 秋山真一郎澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 458－ 4 〃 クビ 11．2�
815 ハイデンガールズ 牝5栗 55 勝浦 正樹 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 458－ 21：09．91 67．6	
612 トーホウビスカヤ 牝4鹿 55 古川 吉洋東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 474－ 4 〃 クビ 28．6

59 キョウワヒラリー 牝4鹿 55 中井 裕二�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 484－ 61：10．0クビ 15．7�
48 ウイナーズロード 牝4青鹿 55

52 ▲横山 武史�宮内牧場 寺島 良 浦河 宮内牧場 420＋ 61：10．1� 11．3�
11 � ディーワンプリモ 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士小清水由美子氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 442－ 6 〃 ハナ 156．3
47 タイムレスメロディ 牝5鹿 55

52 ▲川又 賢治 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 408－121：10．2� 7．3�
714 コットンパール 牝5鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 444－101：10．3クビ 160．7�
36 � パルクリール 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 420± 0 〃 ハナ 153．2�
35 ライディングハイ 牝5鹿 55 	島 克駿�下河辺牧場 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 B492－ 41：10．72� 29．2�
611 サンドベージュ 牝4栗 55 黛 弘人 �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 454－ 21：10．91� 98．9�
23 ノボミリオンヌ 牝4鹿 55 丸山 元気�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 444－ 81：11．21� 84．4�
24 サ ノ ラ ブ 牝4青鹿55 田辺 裕信佐野 信幸氏 中野 栄治 日高 沖田牧場 B460＋101：11．94 27．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，465，700円 複勝： 27，937，400円 枠連： 11，928，600円
馬連： 37，192，100円 馬単： 20，267，600円 ワイド： 27，221，100円
3連複： 51，859，400円 3連単： 68，194，600円 計： 268，066，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 200円 � 120円 � 280円 枠 連（1－5） 560円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，360円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 19，630円

票 数

単勝票数 計 234657 的中 � 28891（2番人気）
複勝票数 計 279374 的中 � 30978（3番人気）� 79606（1番人気）� 19848（7番人気）
枠連票数 計 119286 的中 （1－5） 16477（2番人気）
馬連票数 計 371921 的中 �� 29546（2番人気）
馬単票数 計 202676 的中 �� 6938（6番人気）
ワイド票数 計 272211 的中 �� 21722（2番人気）�� 4677（16番人気）�� 12361（4番人気）
3連複票数 計 518594 的中 ��� 10482（10番人気）
3連単票数 計 681946 的中 ��� 2518（47番人気）

ハロンタイム 9．5―10．7―11．3―12．2―12．3―13．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．2―31．5―43．7―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F38．0
3 ・（5，13，9，10）2（1，6）（3，8，15）16（11，12）（7，14）－4 4 ・（5，13，9，10）－（1，2）6（8，15）（3，16）11（7，12）14－4

勝馬の
紹 介

シュピールカルテ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．7．9 福島2着

2014．4．24生 牝4青鹿 母 クールベット 母母 キープイットアップ 20戦2勝 賞金 30，470，000円



11057 4月21日 晴 良 （30福島1）第5日 第9競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

48 ジ ャ コ マ ル 牡4鹿 57
54 ▲横山 武史晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 454－ 21：48．4 11．7�

12 スーパーブレイク 牡4黒鹿57 池添 謙一堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 462± 0 〃 クビ 15．1�
11 モ レ ッ キ 牡4黒鹿57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 488± 01：48．5クビ 6．7�
815 ガウディウム 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 446± 01：48．71� 13．2�
714 グレンマクナス 牡4鹿 57 吉田 隼人 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 510－ 6 〃 クビ 2．6�
713� コスモリョウゲツ 牡4鹿 57 菱田 裕二杉浦 和也氏 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 446± 0 〃 ハナ 25．4	
611 ミュゼリバイアサン �5鹿 57 原田 和真菊地 祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 B500－ 41：48．8	 208．7

510 パラノーマル 牝5栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 61：48．9クビ 15．6�
59 ミヤビエメライン 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 初也村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 B422－ 61：49．11� 106．1
612 ゼニステレスコープ 牡4鹿 57

54 ▲川又 賢治 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 442± 01：49．2	 6．6�
47 � モ ハ ー 牝4栗 55

54 ☆義 英真北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 482＋ 41：49．3	 21．0�
35 ダノングランツ 牡5青 57 蛯名 正義�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 460－101：49．61
 136．4�
24 ショワドゥロワ 牡4黒鹿57 北村 宏司村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 502＋ 2 〃 クビ 8．3�
36 エ ー ル �4黒鹿57 古川 吉洋�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B420－ 21：50．02	 19．0�
23 ワイルドグラス 牡4鹿 57 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 B448－ 6 〃 クビ 207．5�
816 オンワードミシガン �4芦 57

55 △森 裕太朗樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 398－141：51．59 294．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，937，000円 複勝： 28，195，800円 枠連： 11，672，100円
馬連： 40，986，800円 馬単： 18，855，700円 ワイド： 29，418，700円
3連複： 59，335，300円 3連単： 68，692，900円 計： 280，094，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 440円 � 390円 � 330円 枠 連（1－4） 2，350円

馬 連 �� 7，560円 馬 単 �� 15，150円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 1，810円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 19，730円 3 連 単 ��� 144，770円

票 数

単勝票数 計 229370 的中 � 15613（5番人気）
複勝票数 計 281958 的中 � 16218（8番人気）� 19045（6番人気）� 23748（4番人気）
枠連票数 計 116721 的中 （1－4） 3837（9番人気）
馬連票数 計 409868 的中 �� 4199（29番人気）
馬単票数 計 188557 的中 �� 933（59番人気）
ワイド票数 計 294187 的中 �� 3446（29番人気）�� 4179（21番人気）�� 4905（20番人気）
3連複票数 計 593353 的中 ��� 2255（74番人気）
3連単票数 計 686929 的中 ��� 344（514番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．2―48．9―1：00．8―1：12．4―1：23．9―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジ ャ コ マ ル �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．7．3 中京11着

2014．4．4生 牡4鹿 母 ピュアウィンク 母母 ミスティックアイズ 16戦2勝 賞金 17，100，000円

11058 4月21日 晴 良 （30福島1）第5日 第10競走 ��
��1，200�

ふしおがみ

伏 拝 特 別
発走14時50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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

12 アドマイヤデライト 牡5黒鹿57 田辺 裕信近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 524－ 81：09．5 4．8�
47 ブレイズガール 牝5鹿 55 北村 宏司岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B494－ 61：09．6� 10．3�
23 タイキラトナンジュ 牡6鹿 57 吉田 隼人�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 458－10 〃 クビ 10．1�
59 カネトシブレス 牝5鹿 55 森 裕太朗兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 446＋ 41：09．7� 6．7�
11 マ ッ タ ナ シ 牡4栗 57 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 476－ 41：09．8� 14．1�
36 コンピレーション 牡4黒鹿57 津村 明秀 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 482＋121：09．9� 4．6	
612	 クーファディーヴァ 牝4栗 55 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 454＋ 2 〃 クビ 21．9

510 バトルグランドリイ 牝5鹿 55 丸田 恭介飯田 正剛氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 B450－ 21：10．64 91．6�
713
 ショーストーム 牡5鹿 57 古川 吉洋吉冨 学氏 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 474－ 8 〃 ハナ 148．7�
714
 ブラウンローズ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 476＋10 〃 ハナ 6．0
611 シェヴェルニー 牝5黒鹿55 嶋田 純次�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 436＋ 21：10．81� 74．4�
24 
 ダーリンラブラ 牝5黒鹿55 木幡 巧也�三嶋牧場 岩戸 孝樹 浦河 三嶋牧場 448－ 21：10．9クビ 223．2�
48 
 ア ナ ト リ ア 牡5鹿 57 木幡 初也藤田 在子氏 天間 昭一 日高 天羽 禮治 472－12 〃 クビ 232．5�
816 ル ミ ノ ー ザ 牝4黒鹿55 黛 弘人河村 祥史氏 天間 昭一 浦河 吉田 又治 460－ 21：11．11� 207．7�
35 
 ベリーグレート 牝4鹿 55 宮崎 北斗栃本 實氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 412－101：11．2クビ 191．6�
815	 サ リ ネ ロ 牝4黒鹿55 丸山 元気吉田 和美氏 中川 公成 米

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

510＋ 2 〃 ハナ 6．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，745，100円 複勝： 34，860，800円 枠連： 14，800，100円
馬連： 57，593，900円 馬単： 28，551，100円 ワイド： 37，567，000円
3連複： 80，264，100円 3連単： 104，267，600円 計： 386，649，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 300円 � 310円 枠 連（1－4） 2，340円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 5，980円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 920円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 8，100円 3 連 単 ��� 43，140円

票 数

単勝票数 計 287451 的中 � 47666（2番人気）
複勝票数 計 348608 的中 � 52043（1番人気）� 28591（6番人気）� 27126（7番人気）
枠連票数 計 148001 的中 （1－4） 4899（13番人気）
馬連票数 計 575939 的中 �� 13729（16番人気）
馬単票数 計 285511 的中 �� 3580（28番人気）
ワイド票数 計 375670 的中 �� 8745（17番人気）�� 10654（11番人気）�� 7532（23番人気）
3連複票数 計 802641 的中 ��� 7425（40番人気）
3連単票数 計1042676 的中 ��� 1752（182番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．2―11．6―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．2―45．8―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤデライト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．6．28 阪神7着

2013．3．15生 牡5黒鹿 母 アドバンスクラーレ 母母 ヴァンドノワール 14戦2勝 賞金 17，062，000円
〔騎手変更〕 ショーストーム号の騎手横山武史は，検査のため古川吉洋に変更。



11059 4月21日 晴 良 （30福島1）第5日 第11競走 ��
��1，800�第15回福島牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
牝，4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：54�，収得賞金
3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：54�，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競
走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

福島県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

67 キンショーユキヒメ 牝5芦 54 秋山真一郎礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 512± 01：46．8 16．3�
44 カワキタエンカ 牝4鹿 54 池添 謙一川島 吉男氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 458－ 2 〃 クビ 2．8�
812 デンコウアンジュ 牝5黒鹿54 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 450－141：46．9クビ 7．7�
55 トーセンビクトリー 牝6鹿 54 田辺 裕信島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 464－ 61：47．32	 3．9�
33 
 レイホーロマンス 牝5鹿 54 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 416＋ 81：47．4� 5．7�
811 ワンブレスアウェイ 牝5黒鹿54 津村 明秀 	サンデーレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 61：47．5� 12．1

710 ロッカフラベイビー 牝6黒鹿54 北村 宏司山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 462－ 41：47．6	 69．3�
79 ブラックオニキス 牝4青鹿54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 422± 01：47．81� 18．7�
56 ゲ ッ カ コ ウ 牝5黒鹿54 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 474± 01：47．9	 10．1�
22 ベアインマインド 牝5鹿 54 菱田 裕二宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 430± 01：49．07 46．9�
68 ノットフォーマル 牝6黒鹿54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 B472－101：49．32 197．0�
11 サルサディオーネ 牝4栗 54 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 496＋ 81：52．9大差 80．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 115，769，300円 複勝： 149，561，900円 枠連： 50，430，900円
馬連： 355，448，200円 馬単： 141，243，000円 ワイド： 192，960，600円
3連複： 574，075，700円 3連単： 878，555，100円 計： 2，458，044，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 380円 � 140円 � 240円 枠 連（4－6） 2，950円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 7，890円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 2，040円 �� 590円

3 連 複 ��� 7，700円 3 連 単 ��� 63，340円

票 数

単勝票数 計1157693 的中 � 56793（7番人気）
複勝票数 計1495619 的中 � 79269（8番人気）� 361661（1番人気）� 148939（4番人気）
枠連票数 計 504309 的中 （4－6） 13207（12番人気）
馬連票数 計3554482 的中 �� 89557（13番人気）
馬単票数 計1412430 的中 �� 13420（34番人気）
ワイド票数 計1929606 的中 �� 40970（16番人気）�� 23352（27番人気）�� 88948（4番人気）
3連複票数 計5740757 的中 ��� 55879（31番人気）
3連単票数 計8785551 的中 ��� 10055（234番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．5―12．1―11．8―11．7―12．2―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．1―47．2―59．0―1：10．7―1：22．9―1：34．6

コーナー
通過順位

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

2
4
4，1，8，6，5（3，9，12）7（2，11）10
4（6，8，5，12）3（11，9）（10，7）1，2

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キンショーユキヒメ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．8．16 小倉1着

2013．5．22生 牝5芦 母 アップルティー 母母 ア ド マ イ ス 25戦6勝 賞金 139，600，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 ベアインマインド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりキンショーユキヒメ号は，ヴィクトリアマイル（GⅠ）競走に優先出走できる。

11060 4月21日 晴 良 （30福島1）第5日 第12競走 ��
��1，700�

は な み や ま

花 見 山 特 別
発走16時00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

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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

34 サウスザスナイパー 牡4黒鹿57 丸田 恭介南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 534＋ 41：45．7 7．5�
712� ヒルノサルバドール 牡5栗 57 横山 武史�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 450－ 21：46．12	 9．9�
47 � タガノジーニアス 牡5鹿 57 古川 吉洋八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B504－ 61：46．2
 2．4�
814 ビークイック 牡5栗 57 蛯名 正義 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 468－ 41：46．3
 3．9�
610 ワンパーセント 牡5栗 57 菅原 隆一島川 	哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 468－121：46．4クビ 24．6

815 クルークハイト 牝4芦 55 藤田菜七子 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 452－ 41：46．61� 14．1�
23 ディアドナテロ 牡6黒鹿57 丸山 元気ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 B490＋ 81：46．7
 36．4�
59 プエルタデルソル 牡4栗 57 �島 克駿前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 21：46．8	 31．2
35 シ ベ リ ウ ス 牡5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 B454－ 21：47．43	 55．2�
22 ランドハイパワー 牡5鹿 57 丹内 祐次木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 490± 01：47．5
 40．7�
46 スマイルフォース 牡6鹿 57 岩崎 翼上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 458＋ 41：47．6	 253．8�
713 カタヨクノテンシ 牡5鹿 57 菱田 裕二�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 484－ 21：47．7クビ 32．9�
611 セイカエドミザカ 牡5栗 57 勝浦 正樹久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 482± 0 〃 ハナ 149．9�
58 ルーレットクイーン 牝5栗 55 吉田 隼人�KTレーシング 武井 亮 浦河 昭和牧場 434＋ 21：48．02 11．8�
11 メイスンスパート 5栗 57 津村 明秀梅村 浩氏 岩戸 孝樹 浦河 アイオイファーム 456－101：48．85 42．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，707，900円 複勝： 55，480，000円 枠連： 24，491，700円
馬連： 85，280，100円 馬単： 38，185，200円 ワイド： 58，569，700円
3連複： 122，228，600円 3連単： 160，250，800円 計： 587，194，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 230円 � 200円 � 130円 枠 連（3－7） 2，520円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 6，240円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 540円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，480円 3 連 単 ��� 27，670円

票 数

単勝票数 計 427079 的中 � 45535（3番人気）
複勝票数 計 554800 的中 � 51433（4番人気）� 63822（3番人気）� 146099（1番人気）
枠連票数 計 244917 的中 （3－7） 7511（10番人気）
馬連票数 計 852801 的中 �� 18691（11番人気）
馬単票数 計 381852 的中 �� 4589（22番人気）
ワイド票数 計 585697 的中 �� 11611（12番人気）�� 28301（3番人気）�� 28242（4番人気）
3連複票数 計1222286 的中 ��� 26290（7番人気）
3連単票数 計1602508 的中 ��� 4198（65番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．8―12．2―12．5―12．5―12．5―12．7―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．9―42．1―54．6―1：07．1―1：19．6―1：32．3

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

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

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

勝馬の
紹 介

サウスザスナイパー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．12．23 阪神1着

2014．3．30生 牡4黒鹿 母 ショウリノホホエミ 母母 アタゴパラダイス 9戦3勝 賞金 41，568，000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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スプリングフット号



（30福島1）第5日 4月21日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176頭 本 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

242，030，000円
15，500，000円
1，830，000円
28，660，000円
70，639，500円
6，176，800円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
350，650，100円
470，672，100円
176，766，100円
777，871，600円
363，660，500円
497，054，700円
1，183，106，900円
1，670，744，500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 5，490，526，500円

総入場人員 11，172名 （有料入場人員 7，197名）
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