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11001 4月6日 晴 良 （31福島1）第1日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

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

11 マノアフォールズ 牡3鹿 56
53 ▲斎藤 新�KTレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B462－ 21：48．7 1．9�

712 ディアマキニスタ 牡3青鹿 56
55 ☆木幡 巧也ディアレストクラブ� 新開 幸一 むかわ 市川牧場 450－101：50．29 5．8�

814 ボーイズオブサマー 牡3栗 56 柴田 大知 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 500－ 61：50．62� 22．6�

58 マカルーテソーロ 牡3鹿 56 津村 明秀了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 乾 皆雄 492－ 81：50．81� 6．8�

47 ブルーコンパクタ 牡3鹿 56 柴山 雄一村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 450－ 81：51．01 6．0�
22 プリマコロン 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 464－161：51．42� 219．4	
59 ゴーインピース 牝3栗 54

51 ▲岩田 望来下河
行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 424－ 4 〃 クビ 33．2�
46 ジ ェ イ コ ブ 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子市川義美ホール
ディングス� 中舘 英二 千歳 社台ファーム 474－181：51．72 21．4�

23 ケンブリッジウルス 牡3青鹿 56
55 ☆森 裕太朗中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 山口 義彦 464＋111：52．65 41．9

611 オ イ デ 牡3黒鹿 56
55 ☆富田 暁杉澤 光雄氏 武 英智 日高 大江牧場 430－ 61：52．92 41．2�

815 サクラトップハロー 牡3黒鹿56 菱田 裕二�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 430－ 2 〃 クビ 134．8�
713 サ ン タ コ マ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士 �加藤ステーブル 青木 孝文 新冠 山岡ファーム 464＋ 21：53．11� 120．0�
34 ディーエスブルーム 牡3黒鹿56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 456± 01：53．95 147．3�
610 バンカーズギャル 牝3栗 54

52 △西村 淳也永井 秀貴氏 高橋 義忠 新冠 石郷岡 雅樹 456＋ 61：54．0� 69．8�
35 メイプルランド 牝3鹿 54 丸山 元気飯田 良枝氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 436－ 61：54．1� 29．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，668，400円 複勝： 30，415，400円 枠連： 8，030，700円
馬連： 30，681，500円 馬単： 17，363，400円 ワイド： 26，122，800円
3連複： 50，076，700円 3連単： 60，774，900円 計： 241，133，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 300円 枠 連（1－7） 570円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 260円 �� 760円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 8，200円

票 数

単勝票数 計 176684 的中 � 74080（1番人気）
複勝票数 計 304154 的中 � 136409（1番人気）� 41469（2番人気）� 13475（5番人気）
枠連票数 計 80307 的中 （1－7） 10881（2番人気）
馬連票数 計 306815 的中 �� 40211（2番人気）
馬単票数 計 173634 的中 �� 14838（2番人気）
ワイド票数 計 261228 的中 �� 30594（2番人気）�� 8182（7番人気）�� 5012（12番人気）
3連複票数 計 500767 的中 ��� 12779（7番人気）
3連単票数 計 607749 的中 ��� 5370（18番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．6―43．0―55．7―1：08．2―1：21．3―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．5
1
3
1，10，11（9，8，14）－15－6－（13，7）－（3，12）2，5，4
1＝11，10－8（14，12）（9，15，7）（2，13，3）6，5＝4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マノアフォールズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sinndar デビュー 2018．8．4 新潟4着

2016．3．10生 牡3鹿 母 ムーンライトダンス 母母 Style of Life 7戦1勝 賞金 12，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディーエスブルーム号・バンカーズギャル号・メイプルランド号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成31年5月6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 ヤサカリベルテ号
（非抽選馬） 1頭 ジャーネジャーネ号

11002 4月6日 晴 良 （31福島1）第1日 第2競走 ��1，150�サラブレッド系3歳
発走10時20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
1：06．9
1：06．9

良
良

11 リフタスフェルト 牝3鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468－ 41：10．4 6．2�

612 ローブドール 牝3栗 54
53 ☆森 裕太朗 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 428－ 41：10．82� 42．9�

510 ア マ ゾ ニ カ 牝3栗 54 津村 明秀ディアレストクラブ� 矢野 英一 新ひだか 山野牧場 438－ 21：11．01 3．7�
24 ザセイシュンズモウ 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也芳賀 克也氏 伊藤 伸一 浦河 荻伏三好フ
アーム 424－ 21：11．42� 22．0�

714 ローマノキュウジツ 牝3鹿 54
51 ▲藤田菜七子鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 牧浦 充徳 新ひだか 幌村牧場 480－ 4 〃 ハナ 4．2	
48 マ ナ カ 牝3栗 54 小崎 綾也山口 敦広氏 飯田 祐史 新ひだか 落合 一巳 486－10 〃 クビ 5．9

23 リネンリボン 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治戸山 光男氏 坂口 智康 新冠 芳住 鉄兵 440－ 61：11．5� 12．1�
12 ア ム ル ー ズ 牝3鹿 54 荻野 極�ノースヒルズ 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋ 21：12．13� 99．7�
713 アニヴェルセル 牝3鹿 54 柴田 大知髙橋 貴士氏 伊藤 大士 新ひだか 野坂牧場 472－ 41：12．2� 130．6
611 アイヴィーサ 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 国枝 栄 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 522 ―1：12．3� 14．7�
59 タガノガッキー 牝3鹿 54 荻野 琢真八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454 ―1：12．62 97．4�
816 ダ ズ リ ン 牝3鹿 54

52 △西村 淳也手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 460－ 41：12．7クビ 8．8�
47 ゴールドプリュム 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也今村 明浩氏 牧 光二 新ひだか 服部 牧場 B514＋ 81：13．55 103．5�
815 スペロラルーチェ 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 八木 明広 454 ― 〃 クビ 187．7�
35 ネ ブ ロ ー ザ 牝3栗 54

51 ▲大塚 海渡 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 518＋101：17．8大差 29．5�
36 ロールラフィネ 牝3鹿 54 木幡 初也吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 490 ― （競走中止） 105．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，080，300円 複勝： 27，073，300円 枠連： 8，142，300円
馬連： 31，500，300円 馬単： 16，860，400円 ワイド： 25，236，600円
3連複： 45，753，300円 3連単： 51，670，400円 計： 225，316，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 800円 � 150円 枠 連（1－6） 3，270円

馬 連 �� 9，830円 馬 単 �� 17，680円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 390円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 9，270円 3 連 単 ��� 81，260円

票 数

単勝票数 計 190803 的中 � 24332（4番人気）
複勝票数 計 270733 的中 � 39522（3番人気）� 6132（10番人気）� 59360（1番人気）
枠連票数 計 81423 的中 （1－6） 1926（18番人気）
馬連票数 計 315003 的中 �� 2483（29番人気）
馬単票数 計 168604 的中 �� 715（54番人気）
ワイド票数 計 252366 的中 �� 2352（28番人気）�� 18727（3番人気）�� 3345（23番人気）
3連複票数 計 457533 的中 ��� 3699（33番人気）
3連単票数 計 516704 的中 ��� 461（240番人気）

ハロンタイム 9．3―11．0―11．4―12．6―13．0―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．3―20．3―31．7―44．3―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リフタスフェルト �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 Stravinsky デビュー 2018．11．24 京都8着

2016．2．12生 牝3鹿 母 アドマイヤレッド 母母 プリンシピウム 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走中止〕 ロールラフィネ号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔制裁〕 ネブローザ号の騎手大塚海渡は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7番・10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネブローザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年6月6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 ケイツールフィヤ号・デルマアンバリッド号・プランタンヴェール号

第１回 福島競馬 第１日



11003 4月6日 晴 良 （31福島1）第1日 第3競走 1，700�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （ダート・右）

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
1：40．9

良
重

22 バーンスター 牡3鹿 56 �島 克駿�ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 486＋ 81：48．1 10．2�
58 スマートフルーレ 牝3黒鹿 54

52 △西村 淳也大川 徹氏 南井 克巳 浦河 高松牧場 500－ 81：48．31 3．2�
46 ビービーオネスト 牡3黒鹿 56

53 ▲岩田 望来�坂東牧場 加用 正 日高 新井 昭二 508－ 41：50．0大差 4．8�
610 スキッピングロック 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 450－ 41：50．1� 6．7�
23 カガストロング 牡3栗 56 荻野 極香川 憲次氏 萱野 浩二 むかわ ヤマイチ牧場 B470＋ 21：50．42 3．8	
59 グロリアスホープ 牡3鹿 56 木幡 初也�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 494－ 61：50．5� 131．2

713 ナムラマナナ 牝3青鹿 54

51 ▲団野 大成奈村 睦弘氏 荒川 義之 浦河 中島牧場 444－101：50．6クビ 62．0�
712 ブーケオブジュエル 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 480－141：50．91� 14．1�
814 ナムラシンゲキ 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 木村牧場 526－ 6 〃 ハナ 31．2
47 シナリオライン 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 B498－ 41：51．0� 29．8�

35 デライーガー 牡3鹿 56
55 ☆加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 468－141：51．1� 18．4�

11 アンビシャススター 牡3鹿 56
54 △菊沢 一樹星野 �男氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458－ 41：51．31� 159．5�

34 サンマルフラッシュ 牡3黒鹿 56
55 ☆森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 472－ 61：51．72� 202．7�

611 デルマソルボンヌ 牝3鹿 54
51 ▲木幡 育也浅沼 廣幸氏 田中 清隆 新冠 秋田牧場 446－ 41：52．65 356．0�

815 ヒ ャ ク ダ ン 牡3鹿 56 城戸 義政幅田 京子氏 奥村 豊 日高 坪田 信作 488－ 21：58．5大差 273．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，894，700円 複勝： 29，744，000円 枠連： 8，847，500円
馬連： 31，964，800円 馬単： 16，255，200円 ワイド： 26，005，000円
3連複： 47，685，300円 3連単： 54，247，200円 計： 236，643，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 270円 � 140円 � 160円 枠 連（2－5） 530円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 710円 �� 900円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 19，460円

票 数

単勝票数 計 218947 的中 � 17168（5番人気）
複勝票数 計 297440 的中 � 22313（5番人気）� 65875（1番人気）� 48596（3番人気）
枠連票数 計 88475 的中 （2－5） 12762（1番人気）
馬連票数 計 319648 的中 �� 13373（7番人気）
馬単票数 計 162552 的中 �� 2884（19番人気）
ワイド票数 計 260050 的中 �� 9228（7番人気）�� 7114（11番人気）�� 16865（3番人気）
3連複票数 計 476853 的中 ��� 14598（7番人気）
3連単票数 計 542472 的中 ��� 2021（54番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―29．9―42．7―55．8―1：08．7―1：21．9―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バーンスター �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Sinndar デビュー 2018．9．29 阪神8着

2016．4．16生 牡3鹿 母 ヒ シ ア ニ マ 母母 Anima 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒャクダン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月6日まで平地競走に

出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 アンビシャススター号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月6日まで平地競走に出走

できない。

11004 4月6日 晴 良 （31福島1）第1日 第4競走 2，750�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� 基準タイム2：57．4良

813 マイネルヴァッサー 牡6鹿 60 浜野谷憲尚 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 63：02．5 18．7�

33 コスモバーダン 牡7鹿 60 上野 翔 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 526＋ 63：03．13� 19．0�
22 セイウンフォーカス 牡4鹿 59 難波 剛健西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 468－163：03．31� 5．8�
69 インフルエンサー 牡5鹿 60 小野寺祐太中西 功氏 深山 雅史 浦河 中村 雅明 448＋ 83：03．4� 214．8�
45 ベストドリーム 牡8鹿 60 五十嵐雄祐堀口 晴男氏 松山 将樹 日高 日西牧場 480＋ 43：03．93 5．0	
57 テイエムフタエマル 牝7鹿 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 渡辺 薫彦 日高 アイズスタッド株式会社 492－ 83：04．85 2．9

712 ロジチャリス 牡7栗 60 石神 深一久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 552＋ 43：07．3大差 3．8�
11 エ イ ム �6青鹿60 金子 光希ライオンレースホース� 根本 康広 日高 モリナガファーム 458＋ 63：08．25 64．3�
610 クリノダイスーシー 牡7鹿 60 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 厚賀古川牧場 528＋ 83：09．37 162．8
34 ニ コ ラ オ ス 牡4鹿 59 原田 和真八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 500＋ 2 〃 クビ 149．4�
46 リネンソング 牡6黒鹿60 蓑島 靖典戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 478＋ 2 （競走中止） 61．2�
58 � ボニータミノル 牝4鹿 57 草野 太郎吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 444－15 （競走中止） 108．6�
711 タニノミステリー 牡4黒鹿59 熊沢 重文谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 442－12 （競走中止） 9．0�
814� マ サ ト 牡4青 59 植野 貴也大倉 佑介氏 作田 誠二 新ひだか 酒井 秀紀 436－ 8 （競走中止） 95．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，312，600円 複勝： 15，589，700円 枠連： 7，947，800円
馬連： 24，062，400円 馬単： 12，390，800円 ワイド： 16，259，600円
3連複： 35，631，500円 3連単： 45，803，300円 計： 171，997，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 320円 � 340円 � 210円 枠 連（3－8） 7，380円

馬 連 �� 11，140円 馬 単 �� 19，730円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 1，030円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 18，670円 3 連 単 ��� 132，820円

票 数

単勝票数 計 143126 的中 � 6103（6番人気）
複勝票数 計 155897 的中 � 11840（6番人気）� 11104（7番人気）� 22259（4番人気）
枠連票数 計 79478 的中 （3－8） 834（19番人気）
馬連票数 計 240624 的中 �� 1674（23番人気）
馬単票数 計 123908 的中 �� 471（49番人気）
ワイド票数 計 162596 的中 �� 1791（21番人気）�� 4164（14番人気）�� 2534（18番人気）
3連複票数 計 356315 的中 ��� 1431（44番人気）
3連単票数 計 458033 的中 ��� 250（302番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 52．9－3F 39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルヴァッサー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロブライト デビュー 2016．1．10 中山12着

2013．5．12生 牡6鹿 母 コスモスプラッシュ 母母 スプライトパッサー 障害：22戦1勝 賞金 25，920，000円
〔競走中止〕 マサト号は，1周目1号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

ボニータミノル号は，1周目1号障害〔ハードル〕飛越後に，転倒した「マサト」号の影響で，騎手が落馬したため競走中
止。
タニノミステリー号は，2号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
リネンソング号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ジェネラルゴジップ号



11005 4月6日 晴 良 （31福島1）第1日 第5競走 ��2，750�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10分 （ 芝 ）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� 基準タイム2：57．4良

22 シゲルボブキャット 牡5栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 上村 洋行 新ひだか 三石川上牧場 460＋ 23：01．2 13．5�
46 トラキアンコード �7芦 60 五十嵐雄祐原 �子氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 498－103：01．41� 4．0�
814 クリュティエ 牝5鹿 58 石神 深一 �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 464＋ 83：01．5クビ 7．8�
58 ヴェラヴァルスター 牡7栗 60 草野 太郎保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 514－ 4 〃 ハナ 18．7�
45 コウユーヌレエフ 牡5黒鹿60 森 一馬加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 494－ 83：01．6	 4．5�
34 パッシングブリーズ 牡8鹿 60 難波 剛健三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 494± 0 〃 アタマ 12．1	
813
 ヤマカツリーダー �6黒鹿60 北沢 伸也山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか フジワラフアーム 484－ 63：02．02� 7．7

610
 ヤマタケジャイアン �6芦 60 小野寺祐太山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 470－ 63：02．1� 86．3�
69 シゲルスズキ 牡6栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 496± 03：02．41	 92．3�
712 スマートギャツビー �4鹿 59 白浜 雄造大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 坂本 智広 466－123：02．71	 5．5
57 
 メイショウヒカル 牡5鹿 60 小坂 忠士松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 474－103：03．44 65．9�
33 ツジスーパーサクラ 牝7芦 60 平沢 健治辻 俊夫氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 488± 03：04．57 55．3�
11 ドリームハヤテ 牡9鹿 62 高野 和馬ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 長谷川 一男 506－ 63：05．24 54．1�
711 キングジョーカ 牡4鹿 59 原田 和真臼井義太郎氏 天間 昭一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480± 0 （競走中止） 15．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 13，443，600円 複勝： 19，926，400円 枠連： 11，940，100円
馬連： 26，973，500円 馬単： 13，487，600円 ワイド： 20，292，500円
3連複： 44，868，500円 3連単： 49，998，100円 計： 200，930，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 380円 � 160円 � 260円 枠 連（2－4） 1，920円

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 7，220円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，940円 �� 600円

3 連 複 ��� 7，690円 3 連 単 ��� 63，370円

票 数

単勝票数 計 134436 的中 � 7958（7番人気）
複勝票数 計 199264 的中 � 11372（7番人気）� 39128（1番人気）� 18646（5番人気）
枠連票数 計 119401 的中 （2－4） 4801（7番人気）
馬連票数 計 269735 的中 �� 5937（13番人気）
馬単票数 計 134876 的中 �� 1400（28番人気）
ワイド票数 計 202925 的中 �� 4564（13番人気）�� 2589（26番人気）�� 9072（4番人気）
3連複票数 計 448685 的中 ��� 4373（23番人気）
3連単票数 計 499981 的中 ��� 572（226番人気）
上り 1マイル 1：49．8 4F 54．3－3F 40．2

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

シゲルボブキャット �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．6．4 阪神4着

2014．3．3生 牡5栗 母 クィーンマーメイド 母母 マーメイドゴールド 障害：7戦2勝 賞金 24，500，000円
〔競走中止〕 キングジョーカ号は，7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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ジャズファンク号・ニホンピロボーラー号
（非抽選馬） 3頭 アットザトップ号・ウインレーベン号・マイネルヴォーダン号

11006 4月6日 晴 良 （31福島1）第1日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12時45分 （ダート・右）

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
1：43．3
1：40．9

良
重

610 フェルトベルク 牝5鹿 55
52 ▲団野 大成加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 438－ 81：47．6 4．9�

22 � チビノヴァルタン 牝6鹿 55
52 ▲藤田菜七子梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B448± 01：48．45 4．0�

58 ミ ラ ビ リ ア 牝4栗 55
53 △西村 淳也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド B464± 01：48．5� 5．9�
611 ショウナンマシェリ 牝6鹿 55 城戸 義政�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 466－ 8 〃 クビ 20．2�
712 カグラヤルージュ 牝4黒鹿 55

53 △菊沢 一樹西村 亮二氏 奥平 雅士 日高 浜本牧場 470－ 61：48．71 12．7	
713 メイショウハニー 牝4黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 412－ 61：48．91� 11．8

47 ブルベアクワイ 牝4鹿 55 丸田 恭介 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 456－ 4 〃 クビ 13．9�
814 エトワールドパリ 牝4芦 55

54 ☆富田 暁 �グリーンファーム深山 雅史 千歳 社台ファーム 480－10 〃 アタマ 5．3�
23 コウセイマユヒメ 牝8鹿 55

52 ▲小林 凌大杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 456－ 21：49．43 22．6
35 クロフネプリンセス 牝4栗 55 義 英真サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 420－ 21：49．5クビ 41．2�
46 � スプレンジーナ 牝4栗 55

52 ▲木幡 育也�長浜牧場 大和田 成 千歳 社台ファーム 394± 01：50．13� 152．2�
34 シングシングシング 牝4鹿 55 柴山 雄一 �グリーンファーム伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 456－ 81：50．31� 43．4�
815� アンフィーサ 牝4栗 55 西田雄一郎谷口 祐人氏 藤原 辰雄 安平 追分ファーム 462－ 41：50．51� 209．9�
11 プロディジャス 牝5鹿 55 杉原 誠人�G1レーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 496＋161：51．24 18．9�
59 � コハルチャン 牝4栗 55

54 ☆横山 武史二口 雅一氏 土田 稔 新冠 村上牧場 428－121：52．26 121．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，313，200円 複勝： 28，819，400円 枠連： 10，118，000円
馬連： 35，302，900円 馬単： 16，551，300円 ワイド： 29，708，400円
3連複： 49，114，000円 3連単： 55，388，000円 計： 244，315，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 170円 � 200円 枠 連（2－6） 670円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 460円 �� 610円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 8，950円

票 数

単勝票数 計 193132 的中 � 30982（2番人気）
複勝票数 計 288194 的中 � 39363（3番人気）� 48883（1番人気）� 34116（4番人気）
枠連票数 計 101180 的中 （2－6） 11617（1番人気）
馬連票数 計 353029 的中 �� 30088（1番人気）
馬単票数 計 165513 的中 �� 6579（2番人気）
ワイド票数 計 297084 的中 �� 16796（1番人気）�� 12208（4番人気）�� 13388（3番人気）
3連複票数 計 491140 的中 ��� 20546（1番人気）
3連単票数 計 553880 的中 ��� 4484（3番人気）

ハロンタイム 7．2―10．7―11．6―12．5―13．4―12．9―13．1―13．0―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―17．9―29．5―42．0―55．4―1：08．3―1：21．4―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

フェルトベルク �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Pulpit デビュー 2016．11．5 京都1着

2014．5．1生 牝5鹿 母 プリンセスブルー 母母 ジャストフォーチャンス 20戦3勝 賞金 29，700，000円



11007 4月6日 晴 良 （31福島1）第1日 第7競走 ��
��1，200�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
1：07．0
1：06．5

良
良

23 タ ン レ イ 牝3芦 54
52 △西村 淳也佐久間拓士氏 伊藤 大士 新ひだか 藤沢牧場 428－ 41：10．2 5．7�

815� パリテソーロ 牝3黒鹿 54
53 ☆横山 武史了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 米
A. Bayle, C.
Bigheart, S.
Gross et al

436－ 21：10．3� 8．0�
59 フルクトゥス 牡3栗 56 西田雄一郎�ミルファーム 的場 均 新冠 長浜 秀昭 444－ 61：10．61	 194．8�
612 シ ャ ウ エ ン 牝3青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 464－ 41：10．7� 6．8�
713 シャンデフレーズ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �キャロットファーム 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 420＋181：10．8� 2．2	
35 キョウエイシンシア 牝3鹿 54 菱田 裕二田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 中田 英樹 428± 0 〃 アタマ 246．3

11 デュオビギン 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也小國 和紀氏 牧 光二 新冠 上井農場 404－12 〃 ハナ 22．4�
24 ルナーアピール 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 418 ―1：10．9� 40．0�

714 ペイドバケーション 牡3鹿 56 丸山 元気金子真人ホール
ディングス� 大和田 成 千歳 社台ファーム 502 ―1：11．0	 16．0

611 ピンクラグーン 牝3黒鹿54 勝浦 正樹�ミルファーム 南田美知雄 日高 森永牧場 398＋ 81：11．21 114．8�
816� マジカルプリンセス 牝3鹿 54 
島 克駿国田 正忠氏 
島 一歩 米 Diana Shoop 406 ―1：11．41� 52．7�
510 ファビュラスギフト 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 448－ 6 〃 アタマ 5．7�
47 フォーピンクカフェ 牝3鹿 54 柴田 善臣西川 恭子氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 430 ―1：11．61� 128．6�
48 サンマルジュエル 牝3栗 54 
島 良太相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 木戸口牧場 434 ―1：11．7� 213．7�
12 ケイズデイジー 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗 IHR 根本 康広 新冠 アラキフアーム 398＋201：12．55 256．7�
36 ハルノツカイ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 新冠 三村 卓也 452 ―1：14．09 134．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，098，400円 複勝： 32，196，400円 枠連： 11，488，900円
馬連： 37，897，200円 馬単： 22，571，100円 ワイド： 27，615，700円
3連複： 48，479，200円 3連単： 68，057，900円 計： 279，404，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 260円 � 240円 � 3，330円 枠 連（2－8） 2，170円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 650円 �� 9，770円 �� 10，860円

3 連 複 ��� 72，710円 3 連 単 ��� 244，260円

票 数

単勝票数 計 310984 的中 � 43490（2番人気）
複勝票数 計 321964 的中 � 34757（5番人気）� 40388（3番人気）� 2006（13番人気）
枠連票数 計 114889 的中 （2－8） 4091（10番人気）
馬連票数 計 378972 的中 �� 13103（9番人気）
馬単票数 計 225711 的中 �� 3634（19番人気）
ワイド票数 計 276157 的中 �� 11716（7番人気）�� 701（52番人気）�� 630（54番人気）
3連複票数 計 484792 的中 ��� 500（133番人気）
3連単票数 計 680579 的中 ��� 202（476番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．0―12．0―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．5―45．5―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ ン レ イ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．9．30 中山5着

2016．3．18生 牝3芦 母 サ フ ァ ー ガ 母母 アドマイヤマカディ 6戦1勝 賞金 7，750，000円
〔制裁〕 シャウエン号の騎手杉原誠人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハルノツカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月6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 サツキミラクル号・トーアマーブル号
（非抽選馬） 6頭 エタニティマリー号・シンボリジョーク号・トロントテソーロ号・フレンチチェリー号・リンガスハット号・

ルフランエトワール号

11008 4月6日 晴 良 （31福島1）第1日 第8競走 ��2，600�サラブレッド系3歳
発走13時45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
2：37．3
2：37．3

良
良

713 サンサルドス 牡3鹿 56
55 ☆川又 賢治 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 522－ 42：42．9 3．8�

59 レイヴンキング 牡3青鹿 56
55 ☆横山 武史 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 510－102：43．75 10．9�
612 レイズアフラッグ 牡3栗 56

53 ▲団野 大成�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498－102：44．23 65．3�

47 アイアムレジェンド 牡3鹿 56
55 ☆富田 暁�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 484－ 8 〃 クビ 6．8�

24 タイセイアヴァンセ 牝3黒鹿54 菱田 裕二田中 成奉氏 青木 孝文 新冠 村田牧場 412－102：44．51� 26．7	
11 グラッパディローザ 牝3鹿 54 杉原 誠人丸山 担氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 478－ 22：44．6� 44．7

23 ジェイケイブラック 牡3青鹿56 丸田 恭介小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 486－ 42：44．7� 43．0�
35 ショウナンアーサー 牡3黒鹿56 柴山 雄一国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 514－ 82：44．8� 4．1�
714 フ ク ヒ コ 牡3青鹿 56

55 ☆森 裕太朗山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 上山牧場 460－ 4 〃 クビ 226．1
611 ブラックアンバー 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 大栄牧場 508± 02：45．11� 18．1�
510 エレンボーゲン 牝3鹿 54 津村 明秀 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 450＋182：45．2� 16．2�
816 エイシンノヘキレキ 牡3鹿 56

54 △西村 淳也�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 464－ 2 〃 ハナ 51．6�
48 ブレーヴウィザード 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹ライオンレースホース� 伊藤 伸一 日高 Shall Farm 472－ 82：45．41� 246．3�
36 タッチングムービー 牡3黒鹿56 丸山 元気 �キャロットファーム 奥村 武 新ひだか 下屋敷牧場 B516－ 22：46．99 5．3�
12 ミレニアムドリーム 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 尾形 和幸 浦河 山田 昇史 536－ 82：48．49 58．9�
815 アルテヴェルト 牡3栗 56 荻野 極 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 442－282：48．82� 14．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，101，600円 複勝： 29，710，200円 枠連： 12，204，200円
馬連： 37，557，100円 馬単： 17，108，800円 ワイド： 30，140，700円
3連複： 54，607，500円 3連単： 59，108，200円 計： 265，538，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 340円 � 1，140円 枠 連（5－7） 1，330円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 730円 �� 3，050円 �� 4，910円

3 連 複 ��� 27，650円 3 連 単 ��� 81，160円

票 数

単勝票数 計 251016 的中 � 51666（1番人気）
複勝票数 計 297102 的中 � 60047（1番人気）� 20968（5番人気）� 5260（13番人気）
枠連票数 計 122042 的中 （5－7） 7100（5番人気）
馬連票数 計 375571 的中 �� 14377（5番人気）
馬単票数 計 171088 的中 �� 3601（9番人気）
ワイド票数 計 301407 的中 �� 11235（4番人気）�� 2483（35番人気）�� 1528（52番人気）
3連複票数 計 546075 的中 ��� 1481（94番人気）
3連単票数 計 591082 的中 ��� 528（258番人気）

ハロンタイム 13．3―12．0―12．8―12．6―12．7―12．6―13．0―13．1―12．8―11．7―12．2―11．9―12．2

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�
13．3―25．3―38．1―50．7―1：03．4―1：16．0―1：29．0―1：42．1―1：54．9―2：06．6―2：18．8―2：30．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンサルドス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Azamour デビュー 2018．6．24 阪神6着

2016．2．14生 牡3鹿 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 7戦1勝 賞金 10，050，000円
〔発走状況〕 エイシンノヘキレキ号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔調教再審査〕 エイシンノヘキレキ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 アルテヴェルト号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミレニアムドリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月6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 ラズライトノヴァ号
（非抽選馬） 1頭 モズアンジェラ号



11009 4月6日 晴 良 （31福島1）第1日 第9競走 ��1，150�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

611 リリーメーカー 牝5鹿 55 �島 良太阿部榮乃進氏 長谷川浩大 厚真 阿部 栄乃進 504＋ 21：09．2 10．1�
36 ナイトスプライト 牝4栗 55

52 ▲斎藤 新 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 462－121：09．41� 27．6�
35 � ダノンコスモス 牝5栗 55

54 ☆川又 賢治�ダノックス 高橋 康之 日高 白井牧場 456－101：09．5	 4．3�
612� ハードカウント 牡4栗 57 小崎 綾也前田 幸治氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－231：09．71� 12．4�
510 キセキノツヅキ 牡6鹿 57

55 △菊沢 一樹 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 クビ 5．3	
816 ホーカスポーカス 牡4鹿 57 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 428－ 61：09．91 11．8

24 � ミフトゥーロ 牝4鹿 55 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 460－ 2 〃 ハナ 26．1�
815� シャイニングカフェ 牡7黒鹿57 柴田 善臣西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 520－10 〃 ハナ 28．4�
59 タマモシンプロン 牡4栗 57

55 △西村 淳也タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 530－ 4 〃 クビ 3．7
48 � ラインジェット 牡5黒鹿 57

56 ☆横山 武史大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 432－101：10．32
 17．4�
47 � ペイシャスナッチ 牝6鹿 55

52 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 486± 01：10．4
 73．4�
714 サ マ ニ ー �6青鹿 57

54 ▲木幡 育也井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 B478＋ 41：10．5クビ 26．4�
12 ウィズアウィッシュ 牝5鹿 55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 浦河 中島牧場 500＋261：10．71� 21．7�
713� キ ン シ ョ ウ 牡4黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子 �CHEVAL AT-
TACHE 田島 俊明 浦河 ヒダカフアーム B484－101：10．91� 63．6�

23 カシノクオーレ 牝4鹿 55
52 ▲小林 凌大柏木 務氏 天間 昭一 青森 野々宮牧場 474± 01：11．64 284．2�

11 ディアバビアナ 牝4栗 55 宮崎 北斗ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 486＋ 81：13．210 52．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，303，200円 複勝： 31，565，000円 枠連： 14，666，700円
馬連： 42，479，300円 馬単： 19，956，700円 ワイド： 34，296，300円
3連複： 66，522，500円 3連単： 72，059，500円 計： 305，849，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 280円 � 530円 � 180円 枠 連（3－6） 870円

馬 連 �� 8，030円 馬 単 �� 12，480円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 650円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 7，850円 3 連 単 ��� 62，040円

票 数

単勝票数 計 243032 的中 � 19171（4番人気）
複勝票数 計 315650 的中 � 28982（4番人気）� 12865（9番人気）� 56416（1番人気）
枠連票数 計 146667 的中 （3－6） 13021（3番人気）
馬連票数 計 424793 的中 �� 4099（32番人気）
馬単票数 計 199567 的中 �� 1199（52番人気）
ワイド票数 計 342963 的中 �� 3729（34番人気）�� 14252（3番人気）�� 6160（11番人気）
3連複票数 計 665225 的中 ��� 6355（18番人気）
3連単票数 計 720595 的中 ��� 842（176番人気）

ハロンタイム 9．4―10．7―11．3―12．4―12．7―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．1―31．4―43．8―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリーメーカー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．9．24 阪神4着

2014．4．17生 牝5鹿 母 ハナイチリン 母母 リンデンリリー 17戦2勝 賞金 19，220，000円
［他本会外：3戦1勝］

〔制裁〕 ミフトゥーロ号の騎手西田雄一郎は，後検量について注意義務を怠り過怠金10，000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 マリノディアナ号

11010 4月6日 晴 良 （31福島1）第1日 第10競走 ��
��2，000�ひ め さ ゆ り 賞

発走14時50分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

福島ロータリークラブ会長賞（1着）
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

79 レターオンザサンド 牡3芦 56 津村 明秀小川 勲氏 藤岡 健一 浦河 チェスナット
ファーム 486± 02：00．0 2．5�

55 レオンドーロ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 2 〃 ハナ 4．2�
67 グロオルロージュ 牡3黒鹿56 �島 克駿 �キャロットファーム 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454± 02：00．21� 9．3�
22 ジュピターズライト 牡3鹿 56 丸山 元気 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 452－ 22：00．41� 6．4�
811 ウレキサイト 牡3芦 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 496－ 6 〃 クビ 9．5�
11 ラ ー ジ ヒ ル 牡3鹿 56 丸田 恭介�リーヴァ 林 徹 新ひだか 三石橋本牧場 464－ 82：00．5	 6．4	
810 タニノドラマ 牡3鹿 56 富田 暁谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 430＋ 42：01．24 37．1

78 ト ゥ ア レ グ 牡3鹿 56 川又 賢治諸江 幸祐氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 430－ 82：01．3
 29．0�
44 カ ラ テ 牡3黒鹿56 横山 武史小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 480－ 2 〃 ハナ 47．7�
66 ア キ ン ド 牡3鹿 56 勝浦 正樹小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 484－ 62：02．15 150．2
33 ニシノイタダキ 牡3鹿 56 村田 一誠西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 464－102：08．0大差 92．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，432，600円 複勝： 42，101，300円 枠連： 11，461，800円
馬連： 53，279，700円 馬単： 27，750，700円 ワイド： 35，681，500円
3連複： 67，162，400円 3連単： 102，693，900円 計： 372，563，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 140円 � 200円 枠 連（5－7） 510円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 240円 �� 410円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 4，660円

票 数

単勝票数 計 324326 的中 � 101426（1番人気）
複勝票数 計 421013 的中 � 117551（1番人気）� 76189（2番人気）� 39646（6番人気）
枠連票数 計 114618 的中 （5－7） 17377（1番人気）
馬連票数 計 532797 的中 �� 83911（1番人気）
馬単票数 計 277507 的中 �� 23310（1番人気）
ワイド票数 計 356815 的中 �� 43786（1番人気）�� 21261（5番人気）�� 13100（9番人気）
3連複票数 計 671624 的中 ��� 39390（3番人気）
3連単票数 計1026939 的中 ��� 15956（6番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．2―12．4―13．0―12．6―11．5―12．0―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．8―34．0―46．4―59．4―1：12．0―1：23．5―1：35．5―1：47．3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レターオンザサンド �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2018．8．25 小倉5着

2016．4．24生 牡3芦 母 スモーキークォーツ 母母 エイシンフリスキー 7戦2勝 賞金 20，352，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノイタダキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月6日まで平地競走

に出走できない。



11011 4月6日 晴 良 （31福島1）第1日 第11競走
ウオッカ追悼競走

��
��1，200�

あ づ ま こ ふ じ

吾 妻 小 富 士 賞
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

福島市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

34 メイケイダイハード 牡4鹿 57 柴山 雄一名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 532－ 21：08．9 4．9�
22 ニシノラディアント 牡6鹿 57 丸田 恭介西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 490＋ 21：09．0� 9．6�
46 カネトシブレス 牝6鹿 55 川又 賢治兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 448＋ 61：09．21	 19．7�
611 ゲンパチケンシン 牡5芦 57 西村 淳也平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 474± 01：09．3
 12．8�
712 ペ ス カ ネ ラ 牝5黒鹿55 中谷 雄太山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 442± 0 〃 クビ 58．4�
35 � リバティーホール 牝10鹿 55 西田雄一郎吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B448－121：09．51	 165．5	
610 ディアサルファー 牝4栗 55 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 474± 01：09．71	 6．0

23 インシュラー �5鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 クビ 9．7�
47 � チタンクレバー 牝6青鹿55 勝浦 正樹鈴木 康弘氏 古賀 史生 新冠 村上 欽哉 446－ 41：09．8クビ 37．3
11 ロイヤルメジャー 牝5鹿 55 島 克駿本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 458－ 2 〃 クビ 5．7�
58 ト ン ボ イ 牝4栗 55 藤田菜七子幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 432－ 41：09．9クビ 8．1�
814 ブルレジーナ 牝4栗 55 菱田 裕二髙田 秀信氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 446＋ 4 〃 ハナ 33．3�
815 メイショウツバキ 牝4黒鹿55 富田 暁松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 450± 0 〃 クビ 6．3�
713 コーラルリーフ 牝4栗 55 横山 武史�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 416－161：10．11	 58．0�

（14頭）
59 タイセイアベニール 牡4鹿 57 津村 明秀田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 476＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 38，737，800円 複勝： 55，472，300円 枠連： 37，173，200円
馬連： 118，976，700円 馬単： 43，755，600円 ワイド： 68，333，600円
3連複： 173，836，200円 3連単： 196，627，500円 計： 732，912，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 280円 � 510円 枠 連（2－3） 1，630円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，780円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 12，460円 3 連 単 ��� 59，440円

票 数

単勝票数 差引計 387378（返還計 29283） 的中 � 62197（1番人気）
複勝票数 差引計 554723（返還計 34519） 的中 � 83847（1番人気）� 51510（5番人気）� 24119（9番人気）
枠連票数 差引計 371732（返還計 8126） 的中 （2－3） 17648（9番人気）
馬連票数 差引計1189767（返還計230763） 的中 �� 33332（13番人気）
馬単票数 差引計 437556（返還計 77854） 的中 �� 6456（22番人気）
ワイド票数 差引計 683336（返還計112479） 的中 �� 19758（9番人気）�� 9765（28番人気）�� 8103（32番人気）
3連複票数 差引計1738362（返還計488527） 的中 ��� 10463（52番人気）
3連単票数 差引計1966275（返還計566934） 的中 ��� 2398（220番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．0―11．7―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．0―45．7―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイケイダイハード �
�
父 ハードスパン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．10．14 京都4着

2015．4．14生 牡4鹿 母 メイケイソフィア 母母 ガンアンドローズ 16戦3勝 賞金 40，274，000円
〔競走除外〕 タイセイアベニール号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。

11012 4月6日 晴 良 （31福島1）第1日 第12競走 ��
��1，800�

か わ ま た

川 俣 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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

47 フィールインラヴ 牡4黒鹿57 �島 克駿大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 440－ 61：47．7 11．9�
612	 ホウオウジャンプ 牡5鹿 57 横山 武史小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 504－ 8 〃 アタマ 28．2�
713	 ペ ガ ー ズ 牡5鹿 57 川又 賢治 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 504＋ 41：47．8
 21．2�
815 マ ハ ヴ ィ ル 牡4鹿 57 柴山 雄一 �社台レースホース上村 洋行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 21：48．01� 14．6�
23 ソイルトゥザソウル 牡4青鹿57 木幡 初也グリーンスウォード高市 圭二 新冠 村田牧場 444＋ 2 〃 ハナ 5．7	
35 ラ レ ゾ ン 牝5黒鹿55 小崎 綾也 �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 442＋ 21：48．21 8．8

48 エテレインミノル 牡5鹿 57 津村 明秀吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 498± 0 〃 ハナ 2．7�
714	 サトノコメット 牝4黒鹿55 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 奥村 武 安平 ノーザンファーム 464＋141：48．41� 6．7�
611 ス テ フ ィ ン 牡5鹿 57 菱田 裕二手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 464－ 61：48．82
 204．8
59 モ レ ッ キ �5黒鹿57 丸山 元気 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 476－ 81：49．22
 10．6�
510 マイネルベレーロ 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 502＋281：49．3 112．0�
11 フラッシュスタイル 牡4黒鹿57 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 506＋ 41：50．15 75．1�
12 トーセンクリーガー 牡4栗 57 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 496＋ 61：50．31� 16．8�
816 ウインスラーヴァ 牡4鹿 57 藤田菜七子�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 478＋121：50．51� 53．5�
24 	 ラディアンスウェイ 牡5鹿 57 原田 和真今中 俊平氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム 420－14 （競走中止） 221．0�
36 ニシノベースマン 牡4黒鹿57 勝浦 正樹西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 448－10 （競走中止） 70．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，907，300円 複勝： 54，986，000円 枠連： 24，185，500円
馬連： 82，748，000円 馬単： 35，830，800円 ワイド： 59，824，500円
3連複： 123，772，900円 3連単： 143，466，100円 計： 568，721，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 290円 � 730円 � 470円 枠 連（4－6） 2，550円

馬 連 �� 12，180円 馬 単 �� 22，850円

ワ イ ド �� 3，360円 �� 2，230円 �� 3，760円

3 連 複 ��� 48，750円 3 連 単 ��� 297，170円

票 数

単勝票数 計 439073 的中 � 29341（6番人気）
複勝票数 計 549860 的中 � 56369（3番人気）� 18183（10番人気）� 30153（8番人気）
枠連票数 計 241855 的中 （4－6） 7338（11番人気）
馬連票数 計 827480 的中 �� 5261（45番人気）
馬単票数 計 358308 的中 �� 1176（83番人気）
ワイド票数 計 598245 的中 �� 4573（41番人気）�� 6989（26番人気）�� 4081（44番人気）
3連複票数 計1237729 的中 ��� 1904（148番人気）
3連単票数 計1434661 的中 ��� 350（859番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．8―11．9―12．0―12．2―12．3―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―35．1―47．0―59．0―1：11．2―1：23．5―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フィールインラヴ �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．1．21 中京6着

2015．6．5生 牡4黒鹿 母 オードリーローズ 母母 ヤングエブロス 13戦2勝 賞金 21，564，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。 ・・・〔競走中止〕 ニシノベースマン号は，発走直後に発馬機に接触した際，左あぶみ革が切損し，騎手がバランスをくずし落馬したため

競走中止。
ラディアンスウェイ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ウインオルビット号・ディスパーション号



（31福島1）第1日 4月6日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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

184，330，000円
1，300，000円
15，910，000円
1，460，000円
20，350，000円
70，466，000円
6，257，600円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
301，293，700円
397，599，400円
166，206，700円
553，423，400円
259，882，400円
399，517，200円
807，510，000円
959，895，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 3，845，327，800円

総入場人員 8，802名 （有料入場人員 7，549名）
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