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10061 4月26日 晴 良 （2福島1） 第6日 第1競走 1，150�3歳未勝利
発走9時50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
1：06．9
1：06．9

良
良

23 ハギノオーロ 牝3鹿 54
53 ☆斎藤 新安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 486－ 21：11．1 6．8�

11 グラナートロート 牝3栗 54
53 ☆西村 淳也 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 430－14 〃 クビ 5．7�

48 ブレイヴガール 牝3黒鹿 54
51 ▲亀田 温心西森 功氏 吉田 直弘 新冠 隆栄牧場 440＋101：11．63 4．6�

714 ロードオブイサチル 牝3黒鹿 54
51 ▲原 優介小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 静内酒井牧場 B472－12 〃 クビ 2．3�

816 ムーンライトリバー 牝3鹿 54 柴田 善臣山口 正行氏 中野 栄治 浦河 田中スタッド 420－ 41：11．8� 15．6�
59 シゲルパンドラ 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹森中 蕃氏 浅野洋一郎 青森 青南ムラカミ
ファーム 474＋ 21：11．9� 25．1	

815 ソーファイン 牝3鹿 54 菱田 裕二 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 512＋ 21：12．11� 19．1

36 ルリアンヴェール 牝3鹿 54

52 △団野 大成�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 402± 01：12．31 23．6�

510 キタノエスポワール 牝3栗 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 浦河 東栄牧場 438＋10 〃 アタマ 75．7�
612 ローズコンパス 牝3黒鹿54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 星野 忍 浦河 有限会社

松田牧場 464－ 81：12．4� 231．5
12 テイエムビーナス 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大竹園 正繼氏 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 480－ 61：12．5� 57．4�
24 サクラトップホーム 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子�トップフェロウ奥平 雅士 新冠 細川農場 436－101：12．6� 64．5�
713 マ ヌ イ ー ア 牝3鹿 54 坂井 瑠星青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 千葉飯田牧場 438＋ 61：13．13 58．6�
47 ボンジュールヘニー 牝3栗 54

52 △菅原 明良田中善次郎氏 天間 昭一 浦河 市川フアーム 486＋ 4 〃 アタマ 88．1�
35 デルマタンザナイト 牝3栗 54 黒岩 悠浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 浦河 アイオイファーム 420－ 61：13．52� 191．8�
611 サンマルジョオー 牝3鹿 54 黛 弘人相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 398＋ 81：15．110 240．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，716，000円 複勝： 43，865，900円 枠連： 8，352，500円
馬連： 46，845，300円 馬単： 20，601，200円 ワイド： 43，292，700円
3連複： 76，132，900円 3連単： 77，127，400円 計： 342，933，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 170円 � 180円 � 160円 枠 連（1－2） 1，320円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 460円 �� 450円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 11，780円

票 数

単勝票数 計 267160 的中 � 31392（4番人気）
複勝票数 計 438659 的中 � 67845（3番人気）� 61033（4番人気）� 71462（2番人気）
枠連票数 計 83525 的中 （1－2） 4884（7番人気）
馬連票数 計 468453 的中 �� 27580（5番人気）
馬単票数 計 206012 的中 �� 5124（13番人気）
ワイド票数 計 432927 的中 �� 24194（5番人気）�� 24818（4番人気）�� 21149（6番人気）
3連複票数 計 761329 的中 ��� 29049（4番人気）
3連単票数 計 771274 的中 ��� 4743（28番人気）

ハロンタイム 9．7―11．1―11．7―12．4―12．6―13．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．8―32．5―44．9―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハギノオーロ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2019．10．12 京都13着

2017．5．24生 牝3鹿 母 ハギノアーク 母母 ハギノスプレンダー 6戦1勝 賞金 7，170，000円
〔制裁〕 サンマルジョオー号の騎手黛弘人は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・13番・2番）

ロードオブイサチル号の騎手原優介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔3走成績による出走制限〕 キタノエスポワール号・サンマルジョオー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月26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。
（非抽選馬） 2頭 ジューンフォレスト号・ペイシャハミング号

10062 4月26日 晴 良 （2福島1） 第6日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時20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
1：07．0
1：06．5

良
良

23 スズノヤマト 牡3鹿 56 勝浦 正樹小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ 460－ 41：09．9 10．1�

35 シゲルフォボス 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 クラウン日高牧場 484＋ 6 〃 クビ 7．9�
59 シアープレジャー 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 410＋ 41：10．0� 16．1�
510 エーティーロンドン 牡3栗 56

54 △団野 大成荒木 徹氏 武 英智 日高 白井牧場 512＋ 41：10．21� 7．7�
612 ゲームアルアル 牡3栗 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 有限会社 大

作ステーブル 480＋ 4 〃 アタマ 17．1�
47 マクラーレンベール 牡3鹿 56 和田 竜二 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 506－ 6 〃 ハナ 22．0	
611 リオマッジョーレ 牝3栗 54 木幡 初也 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 竹内 正洋 新ひだか 藤沢牧場 434－ 61：10．62� 13．0�
714 レイチェリー 牝3黒鹿 54

52 △菅原 明良佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 428－ 81：10．7� 19．5�
48 コスモビートイット 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 41：11．12� 2．5
24 エンジェルティアラ 牝3栗 54

53 ☆森 裕太朗 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 450－ 41：11．2� 7．2�

815 トウカイバリエンテ 牡3青鹿 56
53 ▲亀田 温心内村 正則氏 北出 成人 平取 びらとり牧場 454＋121：11．62� 65．2�

713 ハ ル バ ー ド 牡3黒鹿56 黛 弘人 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 原田 久司 B462－ 2 〃 ハナ 312．1�

816 シュライクス 牡3鹿 56
53 ▲原 優介中山 栄一氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 424－ 2 〃 クビ 75．1�

12 チンクエテッレ 牝3鹿 54
51 ▲小林 凌大片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 ヒカル牧場 B398－ 21：11．7クビ 134．8�

11 ワイアヴィー 牝3鹿 54
53 ☆菊沢 一樹岡田 隆寛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 422－ 41：12．12� 99．2�

36 ジェシーハート 牡3黒鹿56 坂井 瑠星佐藤 範夫氏 矢作 芳人 青森 ワールドファーム 448＋ 4 （競走中止） 37．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，812，400円 複勝： 46，696，000円 枠連： 9，484，300円
馬連： 46，978，300円 馬単： 19，223，600円 ワイド： 47，779，500円
3連複： 73，265，100円 3連単： 68，355，300円 計： 344，594，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 250円 � 370円 � 520円 枠 連（2－3） 1，220円

馬 連 �� 4，670円 馬 単 �� 11，300円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 2，150円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 27，040円 3 連 単 ��� 171，470円

票 数

単勝票数 計 328124 的中 � 25937（5番人気）
複勝票数 計 466960 的中 � 53410（3番人気）� 32625（6番人気）� 21483（7番人気）
枠連票数 計 94843 的中 （2－3） 6010（6番人気）
馬連票数 計 469783 的中 �� 7786（19番人気）
馬単票数 計 192236 的中 �� 1275（45番人気）
ワイド票数 計 477795 的中 �� 10367（13番人気）�� 5685（26番人気）�� 5588（28番人気）
3連複票数 計 732651 的中 ��� 2032（94番人気）
3連単票数 計 683553 的中 ��� 289（582番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．7―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．3―46．0―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズノヤマト �
�
父 キングズベスト �

�
母父 デュランダル デビュー 2019．10．6 東京6着

2017．4．7生 牡3鹿 母 スズノネイロ 母母 ア グ レ ス 6戦1勝 賞金 7，150，000円
〔競走中止〕 ジェシーハート号は，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〕 ジェシーハート号は，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。
※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 コスモカンツォーネ号・ミツカネショコラ号・ラファームソルティ号

第１回 福島競馬 第６日



10063 4月26日 晴 良 （2福島1） 第6日 第3競走 1，700�3歳未勝利
発走10時50分 （ダート・右）

若手騎手；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

11 メイショウメイユウ 牡3鹿 56
54 △団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 434－ 21：48．9 9．5�

59 ヴェルテックス 牡3栗 56
55 ☆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 B526＋ 21：49．22 1．7�

34 サクセスリボーン 牡3黒鹿56 荻野 極髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 492± 01：49．3� 13．2�
47 ヴァシリアス 牡3鹿 56 �島 克駿前田 葉子氏 安田 翔伍 新冠 村上 欽哉 480＋ 41：49．51� 6．4�
712 シェイクスピア 牡3青鹿 56

55 ☆菊沢 一樹 �カナヤマホール
ディングス 西浦 勝一 新ひだか 乾 皆雄 488＋ 21：49．82 44．4	

22 ネクサスアルカナム 牡3栗 56
55 ☆西村 淳也吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 504＋141：50．22� 17．7


46 クリノビックスター 牡3鹿 56
55 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 拓樹 470＋ 81：50．41� 106．5�

58 マコトイスカンダル 牡3鹿 56 三津谷隼人�ディアマント �島 一歩 日高 ヤナガワ牧場 450－ 21：50．61� 64．2�
611 ヴ ォ ー ノ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希サイプレスホール
ディングス合同会社 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 482－ 21：50．91� 6．9

610 メイショウマントク 牡3黒鹿 56
55 ☆斎藤 新松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 474－ 61：51．75 19．0�

814 リョウランハート 牡3栗 56
53 ▲小林 凌大佐藤 啓子氏 小野 次郎 新冠 高瀬 敦 470＋101：52．23 170．8�

23 キョウエイブラック 牝3青鹿54 木幡 初也田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 416－ 21：52．3� 86．3�
713 キタノロマンス 牝3鹿 54

52 △木幡 育也北所 直人氏 高橋 義博 浦河 東栄牧場 442－ 61：52．51 297．1�
35 メイケイスピリッツ 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心名古屋競馬� 武 英智 千歳 社台ファーム B480－101：53．24 126．8�
815 タ ッ デ オ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 444－ 21：54．15 36．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，821，100円 複勝： 30，840，700円 枠連： 6，088，600円
馬連： 35，443，400円 馬単： 15，513，300円 ワイド： 32，306，200円
3連複： 53，649，900円 3連単： 55，463，200円 計： 257，126，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 210円 � 130円 � 350円 枠 連（1－5） 1，010円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 320円 �� 700円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 18，760円

票 数

単勝票数 計 278211 的中 � 23365（4番人気）
複勝票数 計 308407 的中 � 33388（4番人気）� 84194（1番人気）� 16942（7番人気）
枠連票数 計 60886 的中 （1－5） 4656（4番人気）
馬連票数 計 354434 的中 �� 32639（3番人気）
馬単票数 計 155133 的中 �� 4721（7番人気）
ワイド票数 計 323062 的中 �� 27522（2番人気）�� 10971（7番人気）�� 19150（4番人気）
3連複票数 計 536499 的中 ��� 14154（6番人気）
3連単票数 計 554632 的中 ��� 2143（43番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．6―30．5―43．3―56．4―1：09．3―1：22．6―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウメイユウ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2020．2．1 京都6着

2017．2．12生 牡3鹿 母 メイショウブルック 母母 アルペンローズ 6戦1勝 賞金 5，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タッデオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月26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〕 キョウエイブラック号・キタノロマンス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月26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） 4頭 アキノヒーロー号・サンバトルクリーク号・スターペストニー号・タイセイダンク号

10064 4月26日 晴 良 （2福島1） 第6日 第4競走 2，770�障害4歳以上未勝利
発走11時20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� コースレコード2：59．3良

812� リボンナイト 牡6鹿 60 田村 太雅吉田 勝利氏 村山 明 新冠 ハクツ牧場 450± 03：02．1 1．9�
56 ケイアイネイビー 牡4栗 59 石神 深一亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 B458－ 2 〃 クビ 40．5�
68 スマートウェールズ 牡6黒鹿60 上野 翔大川 徹氏 古賀 史生 浦河 杵臼牧場 466－ 63：02．41� 32．5�
44 ダノンキングダム 牡6栗 60 高田 潤�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 490＋ 63：03．99 3．5�
22 ストレートパンチ 牡4鹿 59 伴 啓太諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 476－103：04．11 10．0�
55 ド ゴ ー ル 牡4鹿 59 小野寺祐太 �カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 474＋ 63：04．31� 8．7	
811� ディレットーレ �6黒鹿60 森 一馬米井 勝氏 本田 優 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－ 43：05．57 46．0

33 プレシャスルージュ �8黒鹿60 植野 貴也 �シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 476＋ 23：05．81� 12．3�
67 シゲルアミメキリン 牡6芦 60 草野 太郎森中 蕃氏 浅野洋一郎 小清水 千島北斗牧場 488－ 63：06．12 226．7
79 � ウインハイラント 牡6鹿 60 五十嵐雄祐�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 43：07．05 71．1�
11 � クリノヒビキ �5栗 60 黒岩 悠栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 浦河 バンブー牧場 494－ 23：07．21� 123．8�
710 ブラゾンダムール 牡5黒鹿60 西谷 誠�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 480－10 （競走中止） 16．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，829，500円 複勝： 28，515，100円 枠連： 5，876，200円
馬連： 28，693，500円 馬単： 16，932，600円 ワイド： 25，486，100円
3連複： 49，770，900円 3連単： 69，043，000円 計： 249，146，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 580円 � 370円 枠 連（5－8） 580円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 4，890円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 860円 �� 5，470円

3 連 複 ��� 16，000円 3 連 単 ��� 65，430円

票 数

単勝票数 計 248295 的中 � 100571（1番人気）
複勝票数 計 285151 的中 � 96068（1番人気）� 8736（8番人気）� 15066（7番人気）
枠連票数 計 58762 的中 （5－8） 7812（2番人気）
馬連票数 計 286935 的中 �� 6841（13番人気）
馬単票数 計 169326 的中 �� 2592（18番人気）
ワイド票数 計 254861 的中 �� 5591（13番人気）�� 7885（9番人気）�� 1150（42番人気）
3連複票数 計 497709 的中 ��� 2332（48番人気）
3連単票数 計 690430 的中 ��� 765（195番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 51．4－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�リボンナイト �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 タイキシャトル

2014．3．31生 牡6鹿 母 ク リ ー ペ ル 母母 プ チ ア ノ 障害：11戦1勝 賞金 30，470，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ブラゾンダムール号は，競走中に異常歩様となったため5号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ブラゾンダムール号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査〔平地調教を含む〕。



10065 4月26日 晴 良 （2福島1） 第6日 第5競走 1，200�3歳未勝利
発走12時10分 （芝・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
1：07．0
1：06．5

良
良

816 ボンジョルノ 牝3栗 54 勝浦 正樹谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 428＋ 41：11．1 8．9�
36 オパールシャルム 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 472＋ 2 〃 クビ 2．4�
11 テンジュイン 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 新井 昭二 424－ 81：11．2� 5．6�
815 ネクストエピソード 牝3鹿 54 荻野 極ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 392± 0 〃 アタマ 17．2�
47 フッカツムコウジマ 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 片山牧場 476 ― 〃 アタマ 62．0�
510 ポートメイリオン 牝3青 54

52 △菅原 明良中村 祐子氏 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 418－ 41：11．3� 15．5	
713 マサノゴールデン 牝3鹿 54 柴山 雄一中村 時子氏 木村 哲也 新冠 有限会社 大

作ステーブル 466－101：11．4クビ 45．5

612 フレンチクイーン 牝3鹿 54 杉原 誠人ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426＋ 41：11．5� 69．1�
59 ホルダンモル 牝3青鹿54 �島 克駿�和田牧場 松永 康利 新冠 対馬 正 436＋20 〃 ハナ 173．0�
35 オニンギョウサン 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 442＋201：11．6� 129．1
48 ディムッター 牝3鹿 54 中谷 雄太薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 460＋ 2 〃 ハナ 250．5�
611 ネージュダムール 牝3芦 54 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 396－14 〃 クビ 4．2�
23 スズオリーブ 牝3鹿 54 柴田 大知森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 428－ 21：11．7� 26．3�
24 サフランフラワー 牝3黒鹿54 黛 弘人海原 聖一氏 古賀 史生 平取 高橋 啓 432＋ 21：11．91 17．0�
12 ノ ボ ユ キ 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 440＋ 21：12．11� 34．9�
714 キッチンドリンカー 牝3鹿 54

52 △木幡 育也寳寄山拓樹氏 本間 忍 浦河 恵比寿牧場 400－161：12．95 181．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，616，500円 複勝： 48，961，300円 枠連： 11，709，100円
馬連： 58，135，300円 馬単： 27，510，700円 ワイド： 53，674，200円
3連複： 93，588，500円 3連単： 101，003，500円 計： 432，199，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 180円 � 120円 � 160円 枠 連（3－8） 690円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 380円 �� 790円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 17，680円

票 数

単勝票数 計 376165 的中 � 33515（4番人気）
複勝票数 計 489613 的中 � 55014（4番人気）� 141152（1番人気）� 69411（2番人気）
枠連票数 計 117091 的中 （3－8） 13103（2番人気）
馬連票数 計 581353 的中 �� 38840（4番人気）
馬単票数 計 275107 的中 �� 6011（10番人気）
ワイド票数 計 536742 的中 �� 36712（3番人気）�� 15998（8番人気）�� 41492（2番人気）
3連複票数 計 935885 的中 ��� 29944（3番人気）
3連単票数 計1010035 的中 ��� 4140（40番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．2―12．0―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―34．7―46．7―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボンジョルノ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．8．25 新潟9着

2017．4．12生 牝3栗 母 サクラフェリース 母母 サクラヴィーナス 4戦1勝 賞金 5，870，000円
〔発走状況〕 ノボユキ号は，馬場入場後に右前肢落鉄。発走時刻5分遅延。

10066 4月26日 曇 良 （2福島1） 第6日 第6競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時40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 バ ビ ッ ト 牡3栗 56 和田 竜二宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 大北牧場 452－ 42：01．2 2．9�
510 ロードライトニング 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 432＋ 22：01．62� 9．1�
48 ヴィクトリーレーン 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 476＋12 〃 ハナ 7．9�
36 カ サ ド ー ラ 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426－ 42：01．81� 23．3�
815 セ ー リ ン グ 牡3鹿 56 丸山 元気栗坂 崇氏 和田 雄二 新冠 ベルモント

ファーム 438＋ 6 〃 アタマ 5．9	
713 バトーブラン 牝3芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 2 〃 クビ 8．1

24 ゴールデンゴール 牡3鹿 56

54 △団野 大成井高 義光氏 武 英智 新ひだか 井高牧場 B492± 02：01．9クビ 5．5�
35 ウィルビーハッピー 牡3鹿 56 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 476± 02：02．11� 69．3�
611 シゲルセイウン 牝3黒鹿54 勝浦 正樹森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 前川 勝春 400－ 22：02．52 27．9
11 グラスピエーナ 牝3栗 54

52 △菅原 明良半沢� 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 432－102：02．82 188．4�
23 テイルウォーク 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504± 02：03．12 15．7�

47 ラストダンス 牡3鹿 56
54 ◇藤田菜七子福島 徳佑氏 根本 康広 浦河 杵臼牧場 492－102：03．31 43．3�

12 ルピナスガーデン 牝3鹿 54
51 ▲原 優介スリースターズレーシング 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 B470＋ 62：03．83 116．4�

816 メイケイカガヤキ 牡3芦 56
55 ☆斎藤 新名古屋競馬� 中竹 和也 千歳 社台ファーム 494＋ 62：03．9� 208．8�

714 ブレイドラン 牡3栗 56 大庭 和弥岡村 善行氏 高橋 文雅 新冠 山岡ファーム B516－ 82：04．32 256．2�
59 ルージュカプリス 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹 �友駿ホースクラブ 菊川 正達 新ひだか 三石橋本牧場 410＋ 62：04．72� 128．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，446，800円 複勝： 46，234，100円 枠連： 8，188，200円
馬連： 43，118，400円 馬単： 20，016，000円 ワイド： 44，519，300円
3連複： 69，726，000円 3連単： 71，296，700円 計： 336，545，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 230円 � 210円 枠 連（5－6） 1，490円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 610円 �� 560円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 3，740円 3 連 単 ��� 15，920円

票 数

単勝票数 計 334468 的中 � 89294（1番人気）
複勝票数 計 462341 的中 � 104065（1番人気）� 44651（5番人気）� 52151（4番人気）
枠連票数 計 81882 的中 （5－6） 4252（7番人気）
馬連票数 計 431184 的中 �� 21116（5番人気）
馬単票数 計 200160 的中 �� 5810（6番人気）
ワイド票数 計 445193 的中 �� 19067（6番人気）�� 21051（5番人気）�� 9101（14番人気）
3連複票数 計 697260 的中 ��� 13954（10番人気）
3連単票数 計 712967 的中 ��� 3245（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．1―48．1―1：00．5―1：12．9―1：25．2―1：37．5―1：49．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

バ ビ ッ ト �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．11．24 京都2着

2017．5．1生 牡3栗 母 アートリョウコ 母母 グランスオークス 3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔3走成績による出走制限〕 グラスピエーナ号・ルピナスガーデン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月26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 キングバーグ号
（非抽選馬） 1頭 フレッシュスタート号



10067 4月26日 曇 良 （2福島1） 第6日 第7競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時10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

56 モリノカワセミ 牝4鹿 55
53 △木幡 育也森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 458－ 61：48．9 2．5�

68 � マーブルサニー 牝4芦 55
52 ▲小林 凌大下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下

ファーム 482± 0 〃 クビ 32．1�
710 サツキワルツ 牝5鹿 55 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 454－ 21：49．22 27．5�
33 フラッグサルート 牝5鹿 55 吉田 隼人吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 434－ 41：49．3� 4．9�
11 ベ ル ヴ ォ ワ 牝4鹿 55 坂井 瑠星�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 2 〃 アタマ 5．2�
711� ホウオウサマンサ 牝5栗 55

53 △菅原 明良小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B458－ 61：49．93� 36．6	
44 � エ ナ ホ ー プ 牝6黒鹿 55

54 ☆斎藤 新宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 498± 0 〃 ハナ 14．2

57 ラブイスキア 牝4黒鹿55 丸山 元気吉田 和美氏 小西 一男 新冠 小泉 学 490＋ 41：50．0クビ 7．8�
813� フェアザスピリッツ 牝4鹿 55 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 三石ファーム 518＋ 2 〃 クビ 204．6�
45 サツキユニヴァース 牝6栗 55

52 ▲秋山 稔樹小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 田中 裕之 458± 01：50．1クビ 96．2
22 メイショウカスガ 牝4栗 55 荻野 極松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 信岡牧場 470＋10 〃 アタマ 14．2�
812 レーヌダンス 牝5青鹿55 丹内 祐次酒井 喜生氏 矢野 英一 新ひだか 小河 豊水 474＋ 21：50．31 20．7�
69 � ニ ホ ニ ウ ム 牝5青鹿 55

54 ☆西村 淳也藤原征士郎氏 高橋 康之 浦河 大西ファーム B476＋ 81：52．8大差 23．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 31，060，100円 複勝： 40，398，300円 枠連： 8，851，300円
馬連： 40，111，800円 馬単： 18，551，400円 ワイド： 40，183，800円
3連複： 60，328，600円 3連単： 70，633，500円 計： 310，118，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 160円 � 600円 � 600円 枠 連（5－6） 1，230円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 4，670円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 750円 �� 7，040円

3 連 複 ��� 19，620円 3 連 単 ��� 65，990円

票 数

単勝票数 計 310601 的中 � 97155（1番人気）
複勝票数 計 403983 的中 � 93011（1番人気）� 14456（8番人気）� 14279（9番人気）
枠連票数 計 88513 的中 （5－6） 5576（5番人気）
馬連票数 計 401118 的中 �� 11836（8番人気）
馬単票数 計 185514 的中 �� 2976（14番人気）
ワイド票数 計 401838 的中 �� 10055（10番人気）�� 14441（7番人気）�� 1393（53番人気）
3連複票数 計 603286 的中 ��� 2305（60番人気）
3連単票数 計 706335 的中 ��� 776（210番人気）

ハロンタイム 7．0―11．6―12．8―13．4―12．8―11．9―12．5―13．3―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―31．4―44．8―57．6―1：09．5―1：22．0―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モリノカワセミ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．10．13 東京9着

2016．3．29生 牝4鹿 母 グロリエッテ 母母 ア ズ ワ ー 15戦2勝 賞金 24，120，000円

10068 4月26日 曇 良 （2福島1） 第6日 第8競走 ��1，150�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （ダート・右）（500万円以下）

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

816� メイショウアワジ 牡6鹿 57
54 ▲亀田 温心松本 和子氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 480－101：09．3 6．9�

815�� ヒ ロ ミ 牡5黒鹿57 西田雄一郎了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 米

Windwoods Farm
& Phoenix Farm &
Racing, LLC

B500－ 21：09．83 9．4�
713 グラドゥアーレ 牡6栗 57 丸山 元気 �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 474－12 〃 アタマ 37．5�
11 ハルワタート 牝4黒鹿 55

54 ☆斎藤 新�下河辺牧場 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 474－ 8 〃 ハナ 11．4�
714 ヤマニンスプレモ 牡4青鹿 57

56 ☆川又 賢治土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 462＋ 61：09．9クビ 35．3	
48 オールミラージュ 牡4栗 57

55 △菅原 明良田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 436－ 6 〃 クビ 49．5

611� タニマサベーカ 牡5鹿 57

54 ▲小林 凌大谷 正之氏 星野 忍 新冠 堤 牧場 462－ 41：10．0クビ 20．7�
36 � フ ロ イ デ �5栗 57

55 △木幡 育也岡田 壮史氏 本間 忍 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム B488－ 8 〃 クビ 4．6�

47 � ホクリュウオウ 牡5青鹿 57
55 △団野 大成北尾 龍典氏 森 秀行 米 Maccabee

Farms, LLC 480＋ 91：10．31	 116．2
24 � タックボーイ 牡6鹿 57

56 ☆菊沢 一樹Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 460－141：10．4
 119．4�
612� キュウドウクン 牡4鹿 57 勝浦 正樹冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy

Stables, Inc. B466－ 61：10．61� 10．3�
59 カ ガ ス タ ー 牡5鹿 57 柴田 善臣香川 憲次氏 大江原 哲 日高 広富牧場 454－ 21：10．7	 58．4�
510 フ ラ ン シ ス 牝4栗 55 菱田 裕二田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 482＋ 81：10．8クビ 13．7�
23 � エ ル ズ リ ー 牝4栗 55 和田 竜二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 米 Springlan
d Farm 500± 01：10．9
 5．1�

35 � ヴ ェ ル 牝4鹿 55
53 ◇藤田菜七子�桑田牧場 上原 博之 浦河 桑田牧場 430－141：11．11� 9．4�

12 コスモリミックス 牡4青 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 剛 浦河 酒井牧場 448± 01：11．2	 13．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，036，300円 複勝： 49，282，000円 枠連： 14，088，500円
馬連： 56，731，000円 馬単： 22，894，600円 ワイド： 55，765，500円
3連複： 96，514，400円 3連単： 93，773，300円 計： 421，085，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 280円 � 260円 � 780円 枠 連（8－8） 2，370円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 890円 �� 3，410円 �� 5，350円

3 連 複 ��� 24，010円 3 連 単 ��� 102，690円

票 数

単勝票数 計 320363 的中 � 36721（3番人気）
複勝票数 計 492820 的中 � 49471（4番人気）� 54496（3番人気）� 14095（12番人気）
枠連票数 計 140885 的中 （8－8） 4602（13番人気）
馬連票数 計 567310 的中 �� 17782（4番人気）
馬単票数 計 228946 的中 �� 3702（9番人気）
ワイド票数 計 557655 的中 �� 16879（4番人気）�� 4132（49番人気）�� 2613（70番人気）
3連複票数 計 965144 的中 ��� 3014（96番人気）
3連単票数 計 937733 的中 ��� 662（378番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―10．9―12．0―12．7―13．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．3―31．2―43．2―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイショウアワジ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Gulch

2014．3．7生 牡6鹿 母 ウルトラシートゥ 母母 シートゥシャイニングシー 32戦1勝 賞金 23，900，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔その他〕 コスモリミックス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 コスモリミックス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年5月26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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ロマンスマジック号



10069 4月26日 曇 良 （2福島1） 第6日 第9競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
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 7，600，000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
1：45．3
1：43．9

良
良

78 � ア ト ミ カ 牝5鹿 55
54 ☆西村 淳也東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 444－ 21：49．5 2．6�

67 ヤップヤップヤップ 牡4栗 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 450－ 41：49．6� 14．2�
11 フィデリオグリーン 牡4鹿 57 丸山 元気斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 498－ 61：49．7	 4．6�
22 コスモミローディア 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 道見牧場 452－ 21：49．8� 30．1�
79 ポ リ ア ン サ 牝4栗 55 杉原 誠人佐藤 壽男氏 木村 哲也 洞�湖 レイクヴィラファーム 476± 01：49．9	 14．5�
44 スパークオブライフ 牝4黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 402± 0 〃 クビ 4．9	
810 ポベーダテソーロ 牡4鹿 57

55 △団野 大成了德寺健二ホール
ディングス
 加藤士津八 日高 藤本ファーム 480－ 21：50．0クビ 22．3�

55 マイネルユニブラン 牡6黒鹿57 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 526－ 41：50．31� 52．8�

811 モ デ レ イ ト 牝5鹿 55
53 △菅原 明良�和田牧場 和田正一郎 浦河 中村 雅明 B458－101：51．78 100．6

66 � パルフェクォーツ 牡6栗 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 548± 01：53．29 5．3�
33 
� マーベラステソーロ 牡5鹿 57 黛 弘人了德寺健二ホール

ディングス
 奥平 雅士 仏 S. F. Blood-
stock LLC 456－181：54．47 45．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，027，600円 複勝： 44，283，000円 枠連： 8，630，400円
馬連： 50，727，900円 馬単： 24，195，300円 ワイド： 44，450，900円
3連複： 76，625，900円 3連単： 107，465，300円 計： 388，406，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 310円 � 170円 枠 連（6－7） 400円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 590円 �� 300円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 9，660円

票 数

単勝票数 計 320276 的中 � 96984（1番人気）
複勝票数 計 442830 的中 � 110693（1番人気）� 26729（6番人気）� 66117（4番人気）
枠連票数 計 86304 的中 （6－7） 16498（1番人気）
馬連票数 計 507279 的中 �� 22168（7番人気）
馬単票数 計 241953 的中 �� 7397（7番人気）
ワイド票数 計 444509 的中 �� 18818（8番人気）�� 41820（3番人気）�� 9767（12番人気）
3連複票数 計 766259 的中 ��� 25133（4番人気）
3連単票数 計1074653 的中 ��� 8062（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―37．2―50．2―1：02．4―1：14．2―1：25．8―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ア ト ミ カ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ロックオブジブラルタル

2015．2．26生 牝5鹿 母 チアフルアイズ 母母 チアフルスマイル 12戦1勝 賞金 18，460，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 マーベラステソーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月26日まで平地
競走に出走できない。

10070 4月26日 曇 良 （2福島1） 第6日 第10競走 2，600�
ひ う ち が た け

燧 ヶ 岳 特 別
発走14時50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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．1

良
良

89 ウォルフズハウル 牡4黒鹿57 菅原 明良ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462－ 82：41．4 3．2�

55 ダノンアポロン 牡5鹿 57 吉田 隼人�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 494－ 62：42．35 3．7�
77 ディオーネプリンス 牡4鹿 57 �島 克駿齊藤 雅志氏 森田 直行 新冠 石田牧場 466－ 8 〃 クビ 16．5�
11 マイティウェイ 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 新ひだか 山際牧場 B482＋ 22：42．61� 9．3�
44 ロビンズソング �5黒鹿57 西田雄一郎吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B514－ 2 〃 アタマ 12．0�
810 シャイニングデイズ 牡4鹿 57 西村 淳也杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B474± 02：42．81� 3．9	
33 � ウインリベルタ 牡4栗 57 丹内 祐次�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 472－ 42：43．44 53．8

66 スズカマイゲスト 牡6鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 488－ 42：43．5� 14．6�
78 オーデットエール �5鹿 57 菱田 裕二中村 昭博氏 奥平 雅士 安平 追分ファーム B474－ 22：43．81	 29．2�
22 メイショウランセツ 牡4栗 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 川越ファーム 448－ 62：44．75 17．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 34，071，400円 複勝： 44，317，600円 枠連： 10，215，200円
馬連： 54，965，200円 馬単： 26，348，500円 ワイド： 45，906，200円
3連複： 83，088，200円 3連単： 121，300，400円 計： 420，212，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 140円 � 370円 枠 連（5－8） 310円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 290円 �� 660円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 15，760円

票 数

単勝票数 計 340714 的中 � 82815（1番人気）
複勝票数 計 443176 的中 � 95247（2番人気）� 99795（1番人気）� 20372（8番人気）
枠連票数 計 102152 的中 （5－8） 25053（1番人気）
馬連票数 計 549652 的中 �� 69239（2番人気）
馬単票数 計 263485 的中 �� 16445（4番人気）
ワイド票数 計 459062 的中 �� 44785（2番人気）�� 16764（8番人気）�� 17787（6番人気）
3連複票数 計 830882 的中 ��� 16762（15番人気）
3連単票数 計1213004 的中 ��� 5580（47番人気）

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

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�
13．1―25．1―37．9―51．1―1：04．3―1：16．5―1：28．4―1：41．3―1：53．7―2：05．8―2：18．0―2：29．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウォルフズハウル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Selkirk デビュー 2019．2．11 東京7着

2016．5．5生 牡4黒鹿 母 アークティックシルク 母母 Cape Verdi 8戦2勝 賞金 23，233，000円



10071 4月26日 曇 良 （2福島1） 第6日 第11競走 ��1，150�やまびこステークス
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，
牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

69 ロードエース 牡5鹿 57 丸山 元気 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 502± 01：08．8 11．0�
712 バーンフライ 牡5黒鹿57 坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋101：08．9� 7．5�
610 アヴァンティスト 牡4栗 57 荻野 極 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 谷岡牧場 B468－ 2 〃 クビ 26．3�
57 ハ ル サ カ エ 牝4鹿 55 藤田菜七子齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 494－ 61：09．0クビ 8．8�
711 イッツクール 牡4栗 57 池添 謙一久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B478± 01：09．42� 3．5�
814 スピリットワンベル 牡5鹿 57 柴田 善臣鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 532－ 41：09．61� 21．1	
22 スリーランディア 牝6鹿 55 菱田 裕二永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428－ 6 〃 アタマ 68．7

46 ケ プ ラ ー 牡4鹿 57 菊沢 一樹 �カナヤマホール

ディングス 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 4 〃 ハナ 27．3�
34 ディープミタカ 牡9栗 57 団野 大成深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 462－101：09．7� 103．4�
58 � メイプルグレイト 牡5栗 57 西村 淳也節 英司氏 清水 久詞 平取 スガタ牧場 B516± 01：09．8クビ 2．9
11 メイショウヴォルガ 牡6鹿 57 酒井 学松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 490－ 4 〃 クビ 23．4�
45 プレシャスエース 牡7鹿 57 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 518＋ 21：10．22 26．4�
33 ルーチェソラーレ 牝5芦 55 和田 竜二岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 498± 01：10．3� 15．7�
813� プレディクト 牡5鹿 57 木幡 育也西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 競優牧場 496± 01：11．47 198．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 63，732，400円 複勝： 75，028，500円 枠連： 34，238，900円
馬連： 165，223，200円 馬単： 62，836，000円 ワイド： 103，338，900円
3連複： 267，073，200円 3連単： 307，971，900円 計： 1，079，443，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 330円 � 250円 � 690円 枠 連（6－7） 1，020円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 9，770円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 2，000円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 24，830円 3 連 単 ��� 148，260円

票 数

単勝票数 計 637324 的中 � 46051（5番人気）
複勝票数 計 750285 的中 � 61259（5番人気）� 86554（3番人気）� 24955（11番人気）
枠連票数 計 342389 的中 （6－7） 25780（3番人気）
馬連票数 計1652232 的中 �� 29187（17番人気）
馬単票数 計 628360 的中 �� 4819（35番人気）
ワイド票数 計1033389 的中 �� 17627（16番人気）�� 13271（25番人気）�� 14479（23番人気）
3連複票数 計2670732 的中 ��� 8065（82番人気）
3連単票数 計3079719 的中 ��� 1506（452番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―11．0―12．0―12．3―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．3―31．3―43．3―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードエース �
�
父 エーシンフォワード �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2017．10．28 京都1着

2015．4．15生 牡5鹿 母 エーシンパナギア 母母 サンタマリアガール 16戦4勝 賞金 55，920，000円

10072 4月26日 曇 良 （2福島1） 第6日 第12競走 ��1，200�
よ ね ざ わ

米 沢 特 別
発走16時00分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下），31．4．20以降2．4．19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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

714 アテンフラワー 牝5青鹿52 川又 賢治�マークス 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 476＋ 41：08．8 26．8�
611� デルマカトリーナ 牝4鹿 53 和田 竜二浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 米 Payson

Stud, Inc. 444－ 41：09．11� 17．2�
713 キャスパリーグ 牝6鹿 55 丸山 元気杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 454－ 21：09．31� 8．2�
59 ウインスピリタス 牡4鹿 55 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新ひだか 神垣 道弘 484＋ 2 〃 アタマ 9．9�
612 セイウンリリシイ 牝5鹿 53 藤田菜七子西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 470＋ 21：09．4� 25．5�
36 タガノカルラ 牡4鹿 55 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± 0 〃 クビ 13．8	
48 ペイシャドリーム 牝4鹿 53 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 ラツキー牧場 452± 0 〃 同着 7．4

47 イ キ オ イ 牡8鹿 54 勝浦 正樹西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 464＋ 41：09．5クビ 54．0�
815 カワキタピリカ 牡7鹿 52 嶋田 純次川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B506± 01：09．6� 86．9�
510 ショウナンマッシブ 牡6鹿 56 池添 謙一国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 470－ 4 〃 ハナ 5．5
23 ジューンシルフィア 牝4栗 52 	島 克駿吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 430－ 41：09．7クビ 38．3�
12 マイネルアルケミー 牡4栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 490＋ 4 〃 アタマ 3．8�
816
 ドリームジャンボ 牝5鹿 52 菅原 明良�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ヒカル牧場 472－101：09．8� 33．9�
24 ディアサルファー 牝5栗 53 柴田 善臣ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 480－101：10．01� 35．4�
35 ウ ィ ズ 牡5鹿 55 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 486－ 21：10．32 8．1�
11 トモジャファイブ 牡4鹿 54 坂井 瑠星吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 506＋ 4 〃 ハナ 81．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，780，600円 複勝： 101，012，800円 枠連： 26，090，600円
馬連： 134，112，000円 馬単： 49，597，100円 ワイド： 113，190，400円
3連複： 238，274，600円 3連単： 237，159，200円 計： 971，217，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，680円 複 勝 � 860円 � 420円 � 250円 枠 連（6－7） 2，230円

馬 連 �� 19，660円 馬 単 �� 40，170円

ワ イ ド �� 6，000円 �� 3，140円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 47，460円 3 連 単 ��� 337，130円

票 数

単勝票数 計 717806 的中 � 21367（10番人気）
複勝票数 計1010128 的中 � 27086（12番人気）� 61424（8番人気）� 120270（3番人気）
枠連票数 計 260906 的中 （6－7） 9053（13番人気）
馬連票数 計1341120 的中 �� 5286（67番人気）
馬単票数 計 495971 的中 �� 926（141番人気）
ワイド票数 計1131904 的中 �� 4795（71番人気）�� 9273（37番人気）�� 16713（22番人気）
3連複票数 計2382746 的中 ��� 3765（181番人気）
3連単票数 計2371592 的中 ��� 510（1178番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．2―11．8―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．2―46．0―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アテンフラワー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．3．4 阪神6着

2015．5．18生 牝5青鹿 母 フラワーチャンプ 母母 キタノファンタジー 15戦3勝 賞金 32，478，000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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シュエットヌーベル号
（非抽選馬） 6頭 イルヴェントドーロ号・ザベストエバー号・ダノンハイパワー号・ホッコーシェルビー号・ライバーバード号・

ルマーカーブル号

３レース目



（2福島1）第6日 4月26日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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

189，950，000円
4，320，000円
19，450，000円
1，410，000円
21，050，000円
70，481，750円
5，410，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
447，950，700円
599，435，300円
151，813，800円
761，085，300円
324，220，300円
649，893，700円
1，238，038，200円
1，380，592，700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 5，553，030，000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6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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