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10037 4月19日 曇 不良 （2福島1） 第4日 第1競走 1，150�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

59 シャイニールミナス 牝3鹿 54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 芳住 鉄兵 456＋ 41：08．9 4．7�
23 サンスポット 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE 小崎 憲 日高 坂 牧場 468＋ 21：09．21� 8．1�
816 バルドダンサー 牡3栗 56 黛 弘人 �コスモヴューファーム 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 462± 01：09．62� 14．3�
612 モズトリプルエー 牡3鹿 56 酒井 学 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 480－101：09．7� 61．4�
714 メイショウサフラン 牡3栗 56

54 △団野 大成松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 浦新 徳司 442－ 61：09．91� 159．4	
12 ア ル カ ウ ン 牝3栗 54

52 △菅原 明良 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 浦河 笹島 智則 424－ 2 〃 クビ 2．7

47 メ シ ア ン 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子梶本 尚嗣氏 和田 勇介 新ひだか 金 球美 464＋241：10．21� 18．3�
510 クレスコアンジェラ 牝3黒鹿54 �島 良太堀川 三郎氏 長谷川浩大 むかわ ヤマイチ牧場 454－ 81：10．41� 55．7�
35 ハルハアケボノ 牝3黒鹿 54

53 ☆西村 淳也手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 460＋ 6 〃 アタマ 19．9
24 サツキオーゴン 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士小野 博郷氏 石栗 龍彦 浦河 鎌田 正嗣 406－ 81：10．6� 114．7�
48 ソ ラ ン 牡3黒鹿56 横山 武史鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 本桐牧場 B522＋ 21：10．7� 3．8�
815 テーオーエリザベス 牝3鹿 54 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 宮内牧場 470－10 〃 ハナ 119．6�
36 メイショウニッコウ 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 松栄牧場 456－ 41：10．8クビ 213．2�
713 ヴ ェ リ ズ モ 牡3黒鹿 56

53 ▲秋山 稔樹 �社台レースホース加藤士津八 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B468＋ 41：11．11� 78．6�

611 フルートフル 牝3栗 54 �島 克駿�和田牧場 石毛 善彦 日高 ナカノファーム 454＋ 6 〃 クビ 367．9�
11 ハ ナ ブ サ 牡3鹿 56 荻野 極 �フジワラ・ファーム 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 442－ 41：11．42 24．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，627，900円 複勝： 38，023，000円 枠連： 7，791，500円
馬連： 43，359，700円 馬単： 20，048，000円 ワイド： 38，128，600円
3連複： 71，180，000円 3連単： 70，194，700円 計： 315，353，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 220円 � 270円 � 340円 枠 連（2－5） 1，680円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 880円 �� 950円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 8，470円 3 連 単 ��� 31，570円

票 数

単勝票数 計 266279 的中 � 44792（3番人気）
複勝票数 計 380230 的中 � 49222（3番人気）� 36845（4番人気）� 27230（5番人気）
枠連票数 計 77915 的中 （2－5） 3590（7番人気）
馬連票数 計 433597 的中 �� 17166（8番人気）
馬単票数 計 200480 的中 �� 4574（13番人気）
ワイド票数 計 381286 的中 �� 11320（8番人気）�� 10310（9番人気）�� 7957（16番人気）
3連複票数 計 711800 的中 ��� 6298（23番人気）
3連単票数 計 701947 的中 ��� 1612（92番人気）

ハロンタイム 9．6―10．5―11．1―12．1―12．4―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．1―31．2―43．3―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニールミナス �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2019．8．4 新潟5着

2017．4．11生 牝3鹿 母 ム カ ラ フ ァ 母母 Courtroom Antics 7戦1勝 賞金 9，320，000円
〔制裁〕 メイショウサフラン号の騎手団野大成は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・11番・10番）

ヴェリズモ号の騎手秋山稔樹は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番・1番）
〔3走成績による出走制限〕 メイショウニッコウ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月19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 サウンドヒーロー号・マーブルレディー号
（非抽選馬） 1頭 アシャカチャン号

10038 4月19日 曇 不良 （2福島1） 第4日 第2競走 2，000�3歳未勝利
発走10時15分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

612 リ ベ ル タ ー 牡3青鹿 56
55 ☆川又 賢治山口 敦広氏 松下 武士 新冠 有限会社 大

作ステーブル 486－ 62：04．1 37．0�
48 ビックハート 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 400± 02：05．48 99．9�
816 アステロイドベルト 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468－10 〃 アタマ 2．1�
59 ヤ シ ャ マ ル 牡3黒鹿 56

54 △菅原 明良高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 484＋ 2 〃 アタマ 2．6�
510 ナ ム ラ ド ン 牡3鹿 56 菱田 裕二奈村 信重氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 480－ 22：05．6� 16．4�
714 エ ト ヴ ァ ス 牝3鹿 54 �島 克駿薪浦 亨氏 杉山 晴紀 安平 吉田 三郎 458＋ 42：05．81� 22．8	
23 シチリアフレイバー 牡3鹿 56 吉田 隼人尾田 信夫氏 久保田貴士 浦河 丸幸小林牧場 464－ 62：06．01� 8．0

24 ネイビーロマン 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 474± 02：06．31� 26．0�
12 ホウオウトラスト 牡3鹿 56

54 △団野 大成小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 62：06．62 40．0�
713 ウインセブリオン 牡3鹿 56 国分 優作ウイン 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 438－ 82：06．7� 307．9�
11 ウインエアフォルク 牡3鹿 56 黛 弘人ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 450 ―2：07．23 65．1�
47 フォースオブライフ 牡3鹿 56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 松山 将樹 新冠 富本 茂喜 418＋ 22：07．51� 269．2�
815 ウインフウジン 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 454－ 42：07．6クビ 268．4�
611 ダ ブ ル ー ン 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 430＋22 〃 ハナ 63．8�
36 エナジーループ 牝3栗 54 酒井 学 キャピタル・システム �島 一歩 浦河 宮内牧場 480－ 82：08．98 38．7�
35 サンノーフォーク 牡3鹿 56 勝浦 正樹 加藤ステーブル 中野 栄治 日高 佐々木牧場 458＋ 12：10．38 361．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，017，700円 複勝： 35，605，500円 枠連： 7，190，100円
馬連： 32，554，700円 馬単： 17，567，800円 ワイド： 30，059，500円
3連複： 56，611，200円 3連単： 63，831，800円 計： 266，438，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，700円 複 勝 � 620円 � 1，260円 � 120円 枠 連（4－6） 22，020円

馬 連 �� 102，970円 馬 単 �� 253，380円

ワ イ ド �� 17，960円 �� 1，040円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 53，470円 3 連 単 ��� 944，450円

票 数

単勝票数 計 230177 的中 � 4970（7番人気）
複勝票数 計 356055 的中 � 10485（7番人気）� 4814（12番人気）� 126233（1番人気）
枠連票数 計 71901 的中 （4－6） 253（28番人気）
馬連票数 計 325547 的中 �� 245（70番人気）
馬単票数 計 175678 的中 �� 52（158番人気）
ワイド票数 計 300595 的中 �� 418（69番人気）�� 7734（10番人気）�� 2992（23番人気）
3連複票数 計 566112 的中 ��� 794（97番人気）
3連単票数 計 638318 的中 ��� 49（912番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．2―35．9―47．9―1：00．3―1：12．5―1：24．8―1：37．9―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．3
1
3
12－（8，13）16（2，9）10（3，11）－（1，6，15）－5（7，14）－4
12＝（8，13，16）（2，10）（3，9）－（6，14）11（1，5）（7，15）＝4

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

勝馬の
紹 介

リ ベ ル タ ー �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．2．2 京都7着

2017．3．6生 牡3青鹿 母 ホットランナー 母母 ホットレッグス 4戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンノーフォーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月19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〕 ウインセブリオン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月19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） 3頭 ハクサンルピナス号・マイネルシエル号・ヤエノロータス号
（非抽選馬） 1頭 ブレイドラン号

第１回 福島競馬 第４日



10039 4月19日 曇 不良 （2福島1） 第4日 第3競走 1，700�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

59 シャンボールロッソ 牝3鹿 54 横山 武史 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 424－ 81：49．0 5．0�
814 スイートポイズン 牝3栗 54

53 ☆西村 淳也吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 436－ 2 〃 クビ 3．7�
34 ワンダーシエンプロ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 秋場牧場 428－ 21：50．06 1．9�
46 マ リ ク シ 牝3黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 462 ―1：50．21� 20．1�
610 アーデントラブ 牝3鹿 54 黛 弘人�ノースヒルズ 田中 博康 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－ 61：50．41� 90．7	
712 ジョインザフロウ 牝3黒鹿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 482－161：50．93 17．9

23 カイエトゥール 牝3栗 54 丹内 祐次シンボリ牧場 菊川 正達 日高 高柳 隆男 480± 01：51．11 83．1�
611 ブ レ ッ ト ゥ 牝3鹿 54

52 △団野 大成安原 浩司氏 奥村 豊 新ひだか 岡田牧場 418－14 〃 アタマ 135．5�
713 エルセントロ 牝3鹿 54 荻野 極吉田 照哉氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 470＋16 〃 アタマ 12．5
58 ガナドルメモリア 牝3栗 54

51 ▲原 優介西村 憲人氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B442－ 41：51．31� 118．6�
22 ミラクルズハプン 牝3鹿 54 �島 克駿巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 438－ 2 〃 アタマ 95．7�
11 ラズベリードリーム 牝3黒鹿54 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 辻 牧場 488－141：51．62 42．3�
815 サウンドマヒナ 牝3栗 54 �島 良太増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 飛渡牧場 454－ 21：52．23� 330．6�
35 ハギノペルフェット 牝3鹿 54 三津谷隼人安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 404－181：53．26 218．0�
47 ラヴイズブルー 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 472 ―1：53．51� 94．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，456，300円 複勝： 30，052，300円 枠連： 8，159，300円
馬連： 34，964，700円 馬単： 21，086，900円 ワイド： 28，257，800円
3連複： 51，971，900円 3連単： 72，363，700円 計： 272，312，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 130円 � 130円 � 110円 枠 連（5－8） 900円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 280円 �� 200円 �� 200円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 5，560円

票 数

単勝票数 計 254563 的中 � 40609（3番人気）
複勝票数 計 300523 的中 � 44231（2番人気）� 43072（3番人気）� 120151（1番人気）
枠連票数 計 81593 的中 （5－8） 7005（4番人気）
馬連票数 計 349647 的中 �� 31230（3番人気）
馬単票数 計 210869 的中 �� 8386（7番人気）
ワイド票数 計 282578 的中 �� 23388（3番人気）�� 36549（2番人気）�� 38355（1番人気）
3連複票数 計 519719 的中 ��� 59831（1番人気）
3連単票数 計 723637 的中 ��� 9435（10番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．5―31．1―44．7―58．3―1：10．5―1：23．2―1：36．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャンボールロッソ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．8．18 新潟4着

2017．3．20生 牝3鹿 母 シャンボールフィズ 母母 マンハッタンフィズ 5戦1勝 賞金 6，700，000円
〔発走状況〕 エルセントロ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔3走成績による出走制限〕 ガナドルメモリア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月19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 サンマルキャンディ号
（非抽選馬） 1頭 キョウエイブラック号

10040 4月19日 曇 不良 （2福島1） 第4日 第4競走 ��2，750�障害4歳以上未勝利
発走11時10分 （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� 基準タイム2：57．4良

44 ラフレシアレディ 牝4鹿 57 草野 太郎吉田 昭一氏 畠山 吉宏 浦河 モトスファーム 474＋ 43：05．7 1．7�
56 ジョーカーワイルド 牡5鹿 60 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 514－183：05．91� 67．3�
11 ニシノベイオウルフ 牡5黒鹿60 大庭 和弥西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 500－103：06．11� 4．4�
33 ア キ ン ド 牡4鹿 59 伴 啓太小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 500－ 43：07．27 16．2�
812 オウケンブラック 牡9鹿 60 五十嵐雄祐福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 488± 0 〃 クビ 8．6�
79 エクセレントミスズ 牡7鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 464－ 63：07．51� 27．4�
22 マイネルバッカーノ 牡4黒鹿59 山本 康志 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 500± 03：08．45 17．0

811	 サトノジェームス 牡6鹿 60 江田 勇亮 	サトミホースカンパニー 的場 均 日高 下河辺牧場 470－ 2 〃 クビ 20．9�
710 ゲンパチケンシン 牡6芦 60 白浜 雄造平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 482－ 23：12．6大差 12．2�
67 	 クリノカナロアオー 
5黒鹿60 上野 翔栗本 博晴氏 星野 忍 様似 様似渡辺牧場 470－123：13．34 147．5
55 カイラーサナータ 牝4鹿 57 石神 深一�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 ヒカル牧場 480± 03：14．68 51．2�
68 	 クリノルナマヤ 牝4鹿 57 大江原 圭栗本 博晴氏 萱野 浩二 新ひだか 秋田育成牧場 436－ 63：19．6大差 222．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，064，000円 複勝： 23，948，100円 枠連： 6，496，900円
馬連： 24，438，500円 馬単： 13，983，900円 ワイド： 20，799，500円
3連複： 39，903，400円 3連単： 56，953，300円 計： 203，587，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 610円 � 140円 枠 連（4－5） 2，460円

馬 連 �� 4，420円 馬 単 �� 6，200円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 160円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 20，450円

票 数

単勝票数 計 170640 的中 � 78888（1番人気）
複勝票数 計 239481 的中 � 127090（1番人気）� 3850（10番人気）� 31927（2番人気）
枠連票数 計 64969 的中 （4－5） 2043（9番人気）
馬連票数 計 244385 的中 �� 4276（13番人気）
馬単票数 計 139839 的中 �� 1691（20番人気）
ワイド票数 計 207995 的中 �� 3446（16番人気）�� 44075（1番人気）�� 5470（11番人気）
3連複票数 計 399034 的中 ��� 8154（10番人気）
3連単票数 計 569533 的中 ��� 2019（64番人気）
上り 1マイル 1：49．9 4F 54．8－3F 41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラフレシアレディ �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 ムタファーウエク デビュー 2018．11．4 福島8着

2016．4．28生 牝4鹿 母 マイネトップレディ 母母 キープイットアップ 障害：3戦1勝 賞金 14，300，000円
〔騎手変更〕 サトノジェームス号の騎手金子光希は，第3回中山競馬第7日第11競走での落馬負傷のため江田勇亮に変更。



10041 4月19日 曇 不良 （2福島1） 第4日 第5競走 2，750�障害4歳以上未勝利
発走12時00分 （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� 基準タイム2：57．4良

811 オブリゲーション 牡7鹿 60 小坂 忠士�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 484－ 63：05．2 3．6�
68 クールエイジア 牡8鹿 60 伴 啓太�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 464－ 43：07．2大差 23．8�
710 デ ィ ー ド 牡4鹿 59 熊沢 重文林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム 490－ 23：07．3� 7．6�
22 ゲンパチシャドウ 牡4鹿 59 江田 勇亮平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 勝春 472－ 23：07．51� 9．7�
79 ヴェルトゥアル 牡5鹿 60 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 稲垣 幸雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 63：09．9大差 66．6	
33 � クリノハプスブルク 牡6鹿 60 大庭 和弥栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 諏訪牧場 460－ 23：11．07 57．0

67 メイショウハニー 牝5黒鹿58 平沢 健治松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 430＋ 43：13．2大差 5．5�
55 � ワラウウマザンマイ 牡4鹿 59 草野 太郎中地賢次郎氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 442－ 53：13．3クビ 91．3�
812 リーチザサミット �4青鹿59 大江原 圭岡田 牧雄氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 440＋143：13．51� 23．0
56 ラインコマンダー 牡4鹿 59 上野 翔大澤 繁昌氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 462＋ 43：18．0大差 21．4�
44 � ゴルトグランツ 牡4栗 59 小野寺祐太�ヤブウチ 萱野 浩二 日高 広富牧場 480＋103：18．32 86．5�
11 シゲルシマダイ 牡7鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 清水 英克 浦河 高野牧場 528＋ 4 （競走中止） 2．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，271，400円 複勝： 16，401，600円 枠連： 6，198，500円
馬連： 23，132，000円 馬単： 13，101，500円 ワイド： 18，847，200円
3連複： 40，902，300円 3連単： 51，157，100円 計： 185，011，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 510円 � 210円 枠 連（6－8） 1，100円

馬 連 �� 5，350円 馬 単 �� 6，380円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 620円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 9，670円 3 連 単 ��� 45，900円

票 数

単勝票数 計 152714 的中 � 33812（2番人気）
複勝票数 計 164016 的中 � 30317（2番人気）� 6451（7番人気）� 20941（3番人気）
枠連票数 計 61985 的中 （6－8） 4359（5番人気）
馬連票数 計 231320 的中 �� 3346（16番人気）
馬単票数 計 131015 的中 �� 1538（23番人気）
ワイド票数 計 188472 的中 �� 3154（17番人気）�� 8227（6番人気）�� 2646（21番人気）
3連複票数 計 409023 的中 ��� 3172（29番人気）
3連単票数 計 511571 的中 ��� 808（148番人気）
上り 1マイル 1：50．3 4F 55．3－3F 42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オブリゲーション �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 カリズマティック デビュー 2015．12．6 中京4着

2013．4．19生 牡7鹿 母 カンシャノキモチ 母母 フラワーヒル 障害：2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 シゲルシマダイ号は，7号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

10042 4月19日 曇 不良 （2福島1） 第4日 第6競走 ��1，700�3歳未勝利
発走12時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

611 グラスデスティーノ 牡3鹿 56 丹内 祐次半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B472－ 61：45．7 3．4�
610 ムーンダイアローグ 牡3栗 56

54 △菅原 明良大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 藤原牧場 450＋ 81：47．4大差 10．4�
35 ビップテッペン 牡3黒鹿56 吉田 隼人鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 450± 01：47．72 7．1�
47 アポロファントム 牡3鹿 56 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新ひだか へいはた牧場 450＋ 21：47．9� 10．2�
712 アドマイヤヴェラ 牡3青鹿 56

55 ☆西村 淳也近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462± 01：48．53� 3．0�
34 ネイチャーローズ 牡3栗 56

54 ◇藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 454－101：48．92� 26．7	
22 � プリムヴェール 牝3青鹿 54

53 ☆川又 賢治
ノースヒルズ 中竹 和也 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

440－ 8 〃 クビ 67．5�
815 イッツマイビジネス 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心清水 義德氏 吉田 直弘 新ひだか 前田ファーム 438－ 61：49．11 23．4�
23 � デュボンタン 牝3鹿 54 �島 克駿
ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 466－141：49．52� 150．9
11 � コスモコンクエスト 牡3栗 56 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 宗像 義忠 米 Godolphin &

Brenda Stewart 494－171：49．81� 137．0�
59 � グラスコックピット 牡3鹿 56

54 △団野 大成飯田 良枝氏 高橋 義忠 米 Dr. Masa-
take Iida 458± 0 〃 クビ 6．5�

46 ノーブルフローラ 牝3鹿 54 菱田 裕二吉木 伸彦氏 武藤 善則 平取 スガタ牧場 486＋ 61：50．11� 45．4�
58 ゴールドブション 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大廣崎利洋HD
 青木 孝文 平取 清水牧場 B498－ 91：50．73� 502．9�
713 エフティハヤテ 牡3青 56 村田 一誠吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 B488－ 81：50．91 203．0�
814 ホウオウゴースト 牡3芦 56

55 ☆斎藤 新小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 61：52．49 142．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，157，500円 複勝： 37，875，000円 枠連： 8，997，500円
馬連： 42，317，700円 馬単： 19，166，600円 ワイド： 37，732，700円
3連複： 63，894，300円 3連単： 72，764，900円 計： 309，906，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 270円 � 230円 枠 連（6－6） 1，450円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 640円 �� 650円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 4，810円 3 連 単 ��� 18，110円

票 数

単勝票数 計 271575 的中 � 62955（2番人気）
複勝票数 計 378750 的中 � 84040（1番人気）� 30667（6番人気）� 38056（4番人気）
枠連票数 計 89975 的中 （6－6） 4781（7番人気）
馬連票数 計 423177 的中 �� 22750（4番人気）
馬単票数 計 191666 的中 �� 5982（6番人気）
ワイド票数 計 377327 的中 �� 15363（8番人気）�� 15252（9番人気）�� 7467（16番人気）
3連複票数 計 638943 的中 ��� 9961（15番人気）
3連単票数 計 727649 的中 ��� 2912（53番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．9―12．6―12．4―12．2―12．6―12．9―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．1―42．7―55．1―1：07．3―1：19．9―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グラスデスティーノ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．6．30 福島6着

2017．3．22生 牡3鹿 母 グラスプリマ 母母 グラスレンヌ 11戦1勝 賞金 12，960，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホウオウゴースト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月19日まで平地競

走に出走できない。
エフティハヤテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月19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 キクノアオラ号・スマートキャンディ号・テイエムブロッコ号



10043 4月19日 曇 不良 （2福島1） 第4日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時05分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

47 ア レ ス 牝4鹿 55 横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 むかわ ヤマイチ牧場 B450＋ 21：10．6 2．7�

11 ニシノコデマリ 牝5鹿 55 丹内 祐次西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 436＋121：11．45 21．3�
510 プリヴェット 牝5鹿 55 吉田 隼人下河辺俊行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 494＋161：11．5� 37．3�
713 ダンスロマネスク 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 466－ 81：11．71� 33．8�
23 ミッキーパパイア 牝5黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：11．8クビ 8．6	
12 モンテルース 牝5黒鹿55 �島 克駿�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 474－ 61：11．9� 7．8

816 グッドワード 牝5芦 55 荻野 極下河辺俊行氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 490＋ 61：12．0� 5．3�
48 オメガハートクィン 牝4黒鹿 55

54 ☆西村 淳也原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 438－ 8 〃 ハナ 6．1�
612 ゴールドタンバリン 牝5栗 55

54 ☆斎藤 新吉田 和美氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 428± 0 〃 クビ 79．0
24 ロカマドール 牝4鹿 55

53 △菅原 明良中村 祐子氏 尾形 和幸 新ひだか 三石橋本牧場 444＋ 21：12．1クビ 30．9�
611 シェヴェルニー 牝7黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 438＋ 21：12．2� 214．9�
714 アリストライン 牝5黒鹿 55

52 ▲亀田 温心 �キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 472－ 21：12．3� 93．8�
59 プリモプレミオ 牝4黒鹿55 柴田 大知堂守 貴志氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 444－ 41：12．51� 128．9�
815 モ デ レ イ ト 牝5鹿 55 井上 敏樹�和田牧場 和田正一郎 浦河 中村 雅明 B468± 01：12．92� 80．7�
36 ベルダニューブ 牝5栗 55

53 △団野 大成幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 460± 01：13．11� 15．3�
35 	 ピュアドリーマー 牝4栗 55 城戸 義政岡田 隆寛氏 高柳 大輔 浦河 市川牧場 450± 01：13．63 22．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，230，500円 複勝： 37，505，400円 枠連： 10，666，600円
馬連： 47，471，100円 馬単： 18，964，700円 ワイド： 41，813，000円
3連複： 77，636，900円 3連単： 78，293，700円 計： 341，581，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 490円 � 630円 枠 連（1－4） 610円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，500円 �� 3，120円

3 連 複 ��� 12，000円 3 連 単 ��� 30，500円

票 数

単勝票数 計 292305 的中 � 85128（1番人気）
複勝票数 計 375054 的中 � 85545（1番人気）� 16607（7番人気）� 12595（11番人気）
枠連票数 計 106666 的中 （1－4） 13485（1番人気）
馬連票数 計 474711 的中 �� 14901（6番人気）
馬単票数 計 189647 的中 �� 3828（10番人気）
ワイド票数 計 418130 的中 �� 11972（7番人気）�� 7184（13番人気）�� 3357（38番人気）
3連複票数 計 776369 的中 ��� 4849（40番人気）
3連単票数 計 782937 的中 ��� 1861（72番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―12．1―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．8―45．9―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア レ ス �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2019．1．26 京都3着

2016．3．19生 牝4鹿 母 カルストンツバサ 母母 カルストンパゴパゴ 14戦2勝 賞金 26，320，000円

10044 4月19日 曇 重 （2福島1） 第4日 第8競走 1，150�4歳以上1勝クラス
発走13時35分 （ダート・右）（500万円以下）

若手騎手；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

714 メイショウウズマサ 牡4黒鹿 57
56 ☆斎藤 新松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 502－ 41：07．6 3．0�

815 ホ マ レ 牝5鹿 55 横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 増本 良孝 452－141：08．02� 36．0�

24 タガノジェロディ 牡4栗 57 �島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 B482－ 61：08．1� 11．8�
612� リリカルドーン 牝5栗 55 荻野 極ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 41：08．31 46．7�
611 プリンシアルーチェ 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子芳川 貴行氏 宮田 敬介 新冠 スカイビーチステーブル 494＋ 81：08．4� 4．8�
35 シアトルトウショウ 牝5青鹿 55

53 △菅原 明良トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478－ 61：08．5� 4．4	
11 メイショウモルサ 牡4鹿 57

54 ▲亀田 温心松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 496＋ 21：08．71� 15．3

48 ロマンスマジック 牝6栗 55 井上 敏樹�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 448＋ 6 〃 クビ 41．0�
713 エ ル ピ ド 牡4青鹿 57

56 ☆森 裕太朗ディアレストクラブ� 清水 英克 浦河 ディアレスト
クラブ 474＋ 6 〃 ハナ 70．3

816� プリンセスヨウク 牝6鹿 55
52 ▲山田 敬士ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 B444－ 2 〃 アタマ 15．1�

23 � ケンユキノオー 牡6黒鹿 57
54 ▲原 優介中西 健氏 久保田貴士 新冠 石郷岡 雅樹 448－ 8 〃 ハナ 65．8�

510� ブロンドキュート 牝5栗 55
54 ☆菊沢 一樹 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 前野牧場 B458＋ 41：09．23 92．1�

59 ア ス カ リ 牡4栗 57
55 △団野 大成吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B506＋ 21：09．51� 7．3�

47 リアルモンテ 牡5鹿 57 木幡 初也伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 490＋ 81：09．71 224．0�
12 ディーズファンシー 牝4栗 55

54 ☆西村 淳也秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 390－ 41：10．12� 63．0�
36 バイラビエン 牝4黒鹿 55

52 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 浦河 酒井牧場 466＋ 41：10．95 235．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，148，500円 複勝： 40，114，000円 枠連： 8，189，400円
馬連： 50，941，300円 馬単： 21，567，300円 ワイド： 41，336，600円
3連複： 76，184，400円 3連単： 78，966，700円 計： 349，448，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 700円 � 290円 枠 連（7－8） 1，620円

馬 連 �� 4，480円 馬 単 �� 6，250円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 800円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 13，420円 3 連 単 ��� 51，990円

票 数

単勝票数 計 321485 的中 � 84937（1番人気）
複勝票数 計 401140 的中 � 86596（1番人気）� 11448（9番人気）� 32887（6番人気）
枠連票数 計 81894 的中 （7－8） 3900（7番人気）
馬連票数 計 509413 的中 �� 8801（16番人気）
馬単票数 計 215673 的中 �� 2584（23番人気）
ワイド票数 計 413366 的中 �� 6482（19番人気）�� 13779（6番人気）�� 2983（37番人気）
3連複票数 計 761844 的中 ��� 4255（39番人気）
3連単票数 計 789667 的中 ��� 1101（159番人気）

ハロンタイム 9．4―10．6―11．1―11．9―12．1―12．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．0―31．1―43．0―55．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウウズマサ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．12．22 阪神1着

2016．2．21生 牡4黒鹿 母 ホーマンフリップ 母母 レーゲンボーゲン 8戦2勝 賞金 17，600，000円
※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 ウインアライバル号・ヤマニンスプレモ号



10045 4月19日 曇 重 （2福島1） 第4日 第9競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走14時05分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

46 ドゥエルメス 牝4黒鹿 55
54 ☆斎藤 新大塚 亮一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 516＋ 81：47．0 4．8�

814 ピクシーメイデン 牝4鹿 55 国分 優作ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434－10 〃 クビ 3．5�

58 キセキノカガヤキ 牝4黒鹿 55
53 △菅原 明良ライオンレースホース� 石栗 龍彦 洞�湖 レイクヴィラファーム 454＋ 21：47．21 57．4�

22 マ ク ル ー バ 牝5芦 55 丸田 恭介畑佐 博氏 蛯名 利弘 新冠 八木 明広 474＋ 2 〃 クビ 47．5�
34 ネオファルコン 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大西田 俊二氏 鈴木 伸尋 浦河 田中スタッド 458± 01：47．3クビ 138．1�
611 アサクサマヤ 牝4鹿 55 柴山 雄一蛭田 素子氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 484－ 4 〃 ハナ 27．2	
23 ネオヴィットーリア 牝6黒鹿55 横山 武史ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 日高 メイプルファーム 450－10 〃 クビ 6．2

11 ス ズ カ ゼ 牝6鹿 55

52 ▲山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 484－ 41：47．51� 24．1�

35 ワンダーマンボ 牝4黒鹿 55
53 ◇藤田菜七子草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 460± 01：47．7� 6．0�

47 ビオレイメル 牝4栗 55 酒井 学ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 468－101：47．91� 9．6
59 ブルーファンク 牝4栗 55 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 440－ 61：48．0� 34．4�
815 マイタイムオブデイ 牝4栗 55

53 △団野 大成 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 446－ 61：48．31� 13．0�
610 メイショウオトワ 牝4栗 55

52 ▲亀田 温心松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 474＋321：48．62 19．3�
713� アレグレユミティー 牝4鹿 55 丹内 祐次斉藤 等氏 本間 忍 新ひだか 矢野牧場 460－ 41：48．92 243．1�
712 ト ス ア ッ プ 牝4栗 55

54 ☆川又 賢治 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 432－ 21：49．32 19．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，209，800円 複勝： 40，747，600円 枠連： 9，969，300円
馬連： 51，464，500円 馬単： 19，782，200円 ワイド： 43，549，000円
3連複： 75，866，500円 3連単： 81，745，600円 計： 353，334，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 160円 � 1，030円 枠 連（4－8） 560円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 410円 �� 4，760円 �� 4，770円

3 連 複 ��� 19，390円 3 連 単 ��� 96，830円

票 数

単勝票数 計 302098 的中 � 49620（2番人気）
複勝票数 計 407476 的中 � 67095（2番人気）� 80881（1番人気）� 7056（13番人気）
枠連票数 計 99693 的中 （4－8） 13781（1番人気）
馬連票数 計 514645 的中 �� 33521（2番人気）
馬単票数 計 197822 的中 �� 6067（2番人気）
ワイド票数 計 435490 的中 �� 30665（1番人気）�� 2205（53番人気）�� 2201（54番人気）
3連複票数 計 758665 的中 ��� 2933（71番人気）
3連単票数 計 817456 的中 ��� 612（353番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．8―43．8―56．8―1：08．9―1：21．0―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドゥエルメス �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2018．10．14 京都2着

2016．3．31生 牝4黒鹿 母 ベルモントエルメス 母母 ミスダンジグ 15戦2勝 賞金 26，720，000円
〔制裁〕 マクルーバ号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）

スズカゼ号の騎手山田敬士は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）

10046 4月19日 曇 重 （2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，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

24 タガノカルラ 牡4鹿 57 酒井 学八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 442± 01：10．9 2．8�

12 エイカイキャロル 牝4鹿 55 国分 優作二木 英德氏 坂口 智康 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム B460－ 61：11．0� 32．7�

714� マイネルアムニス 牡6芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph

Berglar B506－ 21：11．95 38．3�
612 アーズローヴァー 牝4鹿 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム B448－ 6 〃 ハナ 18．2�
47 パラレルキャリア 牝4鹿 55 西村 淳也 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－10 〃 クビ 11．1	
48 � ガビーズドリーム 牡4鹿 57 黛 弘人長島 和彦氏 中野 栄治 新ひだか 前田牧場 466＋ 41：12．0	 49．3

510 フジマサディープ 牡4鹿 57 横山 武史藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 494－ 2 〃 ハナ 3．7�
713 グリニッチヴィレジ 牝7黒鹿55 
島 克駿 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 430－ 2 〃 ハナ 32．3�
816 ノーブルプルート 牝6鹿 55 嶋田 純次吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 484＋ 21：12．1� 6．3
611 パンドラフォンテン 牝6栗 55 柴田 大知吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 468＋161：12．2	 18．5�
35 �� ラジオタイソウ 牡5鹿 57 団野 大成冨士井直哉氏 森 秀行 米 Royal Oak

Farm, LLC 520－ 41：12．3	 53．3�
36 マイネルパッセ 牡7栗 57 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 464± 0 〃 ハナ 19．9�
11 ジュンノサップ 牡4鹿 57 柴山 雄一河合 純二氏 畠山 吉宏 日高 日高大洋牧場 476－101：12．4	 139．0�
23 ヴィクトリアポデル 牡4鹿 57 勝浦 正樹西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新冠 松本 信行 B492＋ 61：12．5クビ 12．0�
815 ライクアジャーニー 牝5鹿 55 杉原 誠人大塚 亮一氏 宮田 敬介 浦河 杵臼牧場 B482＋ 21：12．71� 88．8�
59 � リ ゼ 牝4栗 55 菊沢 一樹榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 21：14．4大差 216．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，320，900円 複勝： 48，174，600円 枠連： 13，000，500円
馬連： 65，796，400円 馬単： 26，313，500円 ワイド： 55，297，700円
3連複： 106，273，900円 3連単： 104，353，700円 計： 455，531，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 630円 � 600円 枠 連（1－2） 2，770円

馬 連 �� 4，490円 馬 単 �� 7，000円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 1，910円 �� 9，350円

3 連 複 ��� 38，460円 3 連 単 ��� 159，610円

票 数

単勝票数 計 363209 的中 � 101201（1番人気）
複勝票数 計 481746 的中 � 114832（1番人気）� 15934（11番人気）� 17054（10番人気）
枠連票数 計 130005 的中 （1－2） 3631（14番人気）
馬連票数 計 657964 的中 �� 11349（18番人気）
馬単票数 計 263135 的中 �� 2816（26番人気）
ワイド票数 計 552977 的中 �� 7734（22番人気）�� 7538（23番人気）�� 1493（73番人気）
3連複票数 計1062739 的中 ��� 2072（123番人気）
3連単票数 計1043537 的中 ��� 474（536番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―12．0―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．8―45．8―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノカルラ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．7．7 中京1着

2016．3．5生 牡4鹿 母 タガノガルーダ 母母 タガノシャルフ 21戦2勝 賞金 40，916，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リゼ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月19日まで平地競走に出走で

きない。



10047 4月19日 曇 重 （2福島1） 第4日 第11競走 ��2，000�福 島 民 報 杯（Ｌ）
発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，31．4．13以降2．4．12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 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

510 マイネルサーパス 牡4黒鹿56 国分 優作 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 478± 02：01．8 4．6�

816 ドミナートゥス 牡5黒鹿55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 492＋ 42：02．01� 6．9�
713 ウインイクシード 牡6黒鹿56 横山 武史�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 492－ 4 〃 クビ 3．7�
24 レッドローゼス 牡6鹿 56 勝浦 正樹 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 488＋ 22：02．1� 11．8�
11 マイネルファンロン 牡5青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 4 〃 ハナ 8．0	
36 ミュゼエイリアン �8鹿 54 原 優介菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 484－122：02．63 147．0

714 ゴールドサーベラス 牡8栗 54 藤田菜七子田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 448－ 62：02．81 50．0�
59 プレシャスブルー 牡6鹿 54 斎藤 新石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 448± 02：03．01� 16．4�
48 サンマルティン �8栗 55 荻野 極 �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 494－102：03．21� 87．9
12 アドマイヤアルバ �5鹿 53 西村 淳也近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472－ 82：03．3� 52．1�
611 ゴージャスランチ 牝5黒鹿52 菅原 明良吉田 千津氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 512－ 62：03．4クビ 19．8�
47 エアアンセム 牡9黒鹿56 柴田 大知 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 502＋ 22：03．93 45．8�
23 ゴーフォザサミット 牡5黒鹿57 団野 大成山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 508± 02：04．0� 5．5�
815 イレイション 牡8栗 55 菱田 裕二ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－102：04．1� 49．2�
35 ヤマカツライデン 牡8黒鹿54 	島 克駿山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 546＋ 22：04．2� 48．1�
612 シャイニープリンス 牡10青鹿54 山田 敬士小林 昌志氏 深山 雅史 平取 コアレススタッド 520＋102：04．51� 225．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，444，400円 複勝： 79，567，100円 枠連： 31，408，000円
馬連： 184，009，100円 馬単： 61，692，700円 ワイド： 113，763，800円
3連複： 311，545，900円 3連単： 311，997，000円 計： 1，158，428，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 230円 � 150円 枠 連（5－8） 1，030円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 810円 �� 410円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 14，090円

票 数

単勝票数 計 644444 的中 � 111345（2番人気）
複勝票数 計 795671 的中 � 114990（2番人気）� 78367（5番人気）� 158268（1番人気）
枠連票数 計 314080 的中 （5－8） 23624（5番人気）
馬連票数 計1840091 的中 �� 73874（6番人気）
馬単票数 計 616927 的中 �� 11749（12番人気）
ワイド票数 計1137638 的中 �� 34394（8番人気）�� 74599（1番人気）�� 48599（4番人気）
3連複票数 計3115459 的中 ��� 105905（2番人気）
3連単票数 計3119970 的中 ��� 16043（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．1―34．3―47．4―59．9―1：12．1―1：24．1―1：36．3―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルサーパス �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 タマモクロス デビュー 2018．8．25 新潟2着

2016．5．6生 牡4黒鹿 母 マイネアクティース 母母 ヒカルダンサー 15戦4勝 賞金 99，953，000円
※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 アウトライアーズ号・アップクォーク号

10048 4月19日 曇 重 （2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，2勝クラス（1000万円以下）；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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．1

良
良

811 ワセダインブルー 牡5鹿 57 菅原 明良大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 444± 02：44．4 28．2�
56 ウインレーヴドール 牡5黒鹿57 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 464－ 22：44．61� 3．8�
44 ミルトプレスト 牡6鹿 57 荻野 極永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 496－ 42：44．81� 141．3�
67 テーオーフォルテ 牡6鹿 57 団野 大成小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 512－ 62：45．33 4．6�
55 コロンバスデイ 牝5鹿 55 藤田菜七子 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 476＋ 82：46．15 27．9	
11 ヒラボクメルロー 牝4黒鹿55 西村 淳也�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 448－122：46．2クビ 5．8

79 メイショウロセツ 牡5黒鹿57 横山 武史松本 好雄氏 河内 洋 浦河 三嶋牧場 498－ 82：46．62� 12．7�
710 サトノシャーク 牡6鹿 57 酒井 学 �サトミホースカンパニー 田中 博康 千歳 社台ファーム B530－ 6 〃 クビ 20．9�
22 ノーチカルチャート 牡4青鹿57 �島 克駿 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 478－ 4 〃 アタマ 6．6
33 サンサルドス 牡4鹿 57 吉田 隼人 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 536－ 22：47．02� 4．5�
812 ジャディード 牡5黒鹿57 丸田 恭介丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 454＋ 62：47．42� 117．8�
68 ホクセンジョウオー 牝5黒鹿55 菱田 裕二大野 裕氏 松山 将樹 日高 佐々木 康治 476－ 22：50．1大差 46．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 60，543，800円 複勝： 76，152，800円 枠連： 16，787，100円
馬連： 98，012，400円 馬単： 41，387，700円 ワイド： 72，872，400円
3連複： 152，988，300円 3連単： 193，838，700円 計： 712，583，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，820円 複 勝 � 650円 � 180円 � 2，080円 枠 連（5－8） 3，820円

馬 連 �� 6，280円 馬 単 �� 17，860円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 15，110円 �� 5，680円

3 連 複 ��� 104，970円 3 連 単 ��� 653，640円

票 数

単勝票数 計 605438 的中 � 17172（9番人気）
複勝票数 計 761528 的中 � 26834（8番人気）� 150241（1番人気）� 7680（11番人気）
枠連票数 計 167871 的中 （5－8） 3404（16番人気）
馬連票数 計 980124 的中 �� 12080（22番人気）
馬単票数 計 413877 的中 �� 1738（58番人気）
ワイド票数 計 728724 的中 �� 12963（20番人気）�� 1222（62番人気）�� 3276（44番人気）
3連複票数 計1529883 的中 ��� 1093（161番人気）
3連単票数 計1938387 的中 ��� 215（914番人気）

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

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�
13．0―24．3―36．6―49．4―1：02．5―1：15．1―1：28．4―1：41．4―1：53．5―2：05．6―2：18．5―2：31．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワセダインブルー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．8．19 新潟3着

2015．4．14生 牡5鹿 母 ダノンフローラ 母母 フ ァ ン ジ カ 16戦3勝 賞金 43，987，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ワセダインブルー号の騎手菅原明良は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホクセンジョウオー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月19日まで平地

競走に出走できない。

３レース目



（2福島1）第4日 4月19日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良後重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 177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

209，740，000円
13，830，000円
20，320，000円
1，470，000円
24，090，000円
71，690，500円
6，283，500円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
387，492，700円
504，167，000円
134，854，700円
698，462，100円
294，662，800円
542，457，800円
1，124，959，000円
1，236，460，900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 4，923，517，000円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回福島競馬第4日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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