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11085 4月29日 晴 良 （25福島1）第6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
1：41．7

良
不良

47 リアライズブラザー 牡3鹿 56 内田 博幸工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 480± 01：46．8 2．9�
610 トミケンプレミオ 牡3鹿 56 宮崎 北斗冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 492－ 21：47．33 5．6�
815 デルマカマイタチ 牡3黒鹿56 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B488± 01：47．4� 19．2�
814 ナムライチバンボシ 牡3鹿 56

54 △中井 裕二奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 488＋ 61：47．61� 7．6�
23 クリノコトノオー 牡3鹿 56 高倉 稜栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 460＋ 21：48．34 7．1�
34 カミナリコゾウ 牡3栗 56 川須 栄彦田頭 勇貴氏 大和田 成 新冠 村上牧場 454－ 21：48．4� 20．9�
11 サザンビクトル 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次南波 壽氏 武藤 善則 浦河 渡辺牧場 492＋ 4 〃 クビ 46．6	
46 アルファジニアス 牡3鹿 56 勝浦 正樹
貴悦 池上 昌弘 新ひだか 澤田 嘉隆 486－ 61：48．61� 157．8�
58 タガノジュラーレ 牡3芦 56 古川 吉洋八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B462－ 61：48．7クビ 75．7�
712 デ マ ジ オ 牡3鹿 56 戸崎 圭太田島榮二郎氏 中野 栄治 新ひだか 出羽牧場 480± 01：48．91� 31．0
59 � マイネルバリスター 牡3栗 56 黛 弘人 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 米 Stonewood
Thoroughbreds 510＋ 81：49．0クビ 88．0�

35 スティレット 牡3青鹿56 津村 明秀 �ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 466± 01：49．63� 3．9�
713 ヤマニングランバル 牡3栗 56 伊藤 工真土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 420± 01：49．7� 59．8�
22 エスジーカピタン 牡3鹿 56 田中 博康窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 454－ 61：50．44 161．6�
611 エルマックス �3黒鹿 56

53 ▲横山 和生吉田 喬氏 黒岩 陽一 日高 白井牧場 502± 01：51．25 291．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，979，000円 複勝： 35，095，800円 枠連： 10，444，900円
馬連： 37，792，600円 馬単： 25，175，600円 ワイド： 21，395，700円
3連複： 60，239，100円 3連単： 94，369，700円 計： 302，492，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 190円 � 500円 枠 連（4－6） 950円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，120円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 4，780円 3 連 単 ��� 16，710円

票 数

単勝票数 計 179790 的中 � 49020（1番人気）
複勝票数 計 350958 的中 � 89142（1番人気）� 50035（3番人気）� 12916（7番人気）
枠連票数 計 104449 的中 （4－6） 8194（5番人気）
馬連票数 計 377926 的中 �� 33640（2番人気）
馬単票数 計 251756 的中 �� 12059（2番人気）
ワイド票数 計 213957 的中 �� 13368（2番人気）�� 4538（11番人気）�� 3606（17番人気）
3連複票数 計 602391 的中 ��� 9304（14番人気）
3連単票数 計 943697 的中 ��� 4170（59番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―29．9―42．2―55．2―1：07．9―1：20．9―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

リアライズブラザー �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．8．11 札幌3着

2010．4．17生 牡3鹿 母 ジョウノカトリーヌ 母母 ジョウノカオルコ 6戦1勝 賞金 10，850，000円
〔騎手変更〕 デマジオ号の騎手丸田恭介は，第7日第3競走での落馬負傷のため戸崎圭太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 シャトーザール号・メイショウドゥーマ号

11086 4月29日 晴 良 （25福島1）第6日 第2競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （芝・右）

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

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

59 デンコウスカイ 牝3鹿 54
52 △菱田 裕二田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 472＋ 21：09．8 6．2�

35 スーパーアース 牝3黒鹿54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 454＋ 21：10．01� 3．9�
714 ルーセブラック 牝3黒鹿54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 448± 01：10．21� 4．3�
24 コウエイターボ 牝3黒鹿54 西村 太一伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 476＋ 21：10．51� 31．3�
12 レ デ ィ ノ ボ 牝3鹿 54 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 日高 日高大洋牧場 470－ 4 〃 ハナ 41．4�
611 エイコオムーン 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 412－ 8 〃 ハナ 61．1	
48 チェリッシュハート 牝3鹿 54 西田雄一郎中村 光利氏 岩戸 孝樹 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 430＋ 4 〃 ハナ 57．2

612 ロマネクイーン 牝3鹿 54 中舘 英二村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 452＋ 81：10．6� 29．8�
36 マルガリーテス 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�錦岡牧場 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 408± 01：10．7� 223．9�
510 ナルミチャン 牝3鹿 54 丸山 元気日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 460－ 4 〃 アタマ 5．7�
815 スターオブミューズ 牝3鹿 54 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 478± 01：10．9� 7．5�
713 コスモサウタール 牝3鹿 54 柴田 大知 ビッグレッドファーム 堀井 雅広 むかわ 貞広 賢治 450＋ 21：11．22 21．6�
23 サラマジック 牝3栗 54 木幡 初広矢野 和雅氏 石毛 善彦 新冠 大林ファーム 448＋12 〃 アタマ 106．7�
816 ヤマノアイリー 牝3栗 54

52 △中井 裕二山住 勲氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 430＋ 21：11．62� 9．2�
47 ペ イ ズ リ ー 牝3黒鹿 54

52 △嶋田 純次�Basic 畠山 吉宏 日高 藤本 直弘 450＋12 〃 アタマ 233．0�
11 エンプレスリリー 牝3栗 54 的場 勇人本桐牧場 的場 均 新ひだか 本桐牧場 430＋ 61：12．02� 285．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，454，900円 複勝： 38，792，900円 枠連： 15，662，300円
馬連： 47，012，200円 馬単： 31，158，800円 ワイド： 27，031，900円
3連複： 78，163，700円 3連単： 118，244，100円 計： 376，520，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 230円 � 160円 � 160円 枠 連（3－5） 730円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 590円 �� 670円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 14，360円

票 数

単勝票数 計 204549 的中 � 26402（4番人気）
複勝票数 計 387929 的中 � 38041（5番人気）� 72498（1番人気）� 68889（2番人気）
枠連票数 計 156623 的中 （3－5） 16009（4番人気）
馬連票数 計 470122 的中 �� 24112（4番人気）
馬単票数 計 311588 的中 �� 7413（11番人気）
ワイド票数 計 270319 的中 �� 11114（7番人気）�� 9599（10番人気）�� 18142（1番人気）
3連複票数 計 781637 的中 ��� 28391（2番人気）
3連単票数 計1182441 的中 ��� 6078（26番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．7―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．5―46．2―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウスカイ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー 2012．11．10 京都4着

2010．2．22生 牝3鹿 母 ツ リ ー 母母 サクラコトミ 5戦1勝 賞金 8，100，000円
〔制裁〕 レディノボ号の騎手大庭和弥は，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50，000円。（被害馬：6番）
※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 カメンマキアート号・フレームエンゼル号・ラッカーサ号

第１回 福島競馬 第６日〔代替競馬〕



11087 4月29日 晴 良 （25福島1）第6日 第3競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走10時50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
1：57．8
1：56．1

良
良

24 テ ン ミ ラ イ 牡3栗 56 津村 明秀天白 泰司氏 牧 光二 浦河 村中牧場 B472＋ 62：00．4 3．9�
59 ヒロノプリンス 牡3鹿 56 吉田 隼人サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 452＋ 6 〃 ハナ 4．3�
35 デスティニーシチー 牡3栗 56

54 △菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 幾千世牧場 458－102：00．93 15．7�
612 メイショウグレア 牝3鹿 54

52 △中井 裕二松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 410＋ 22：01．0� 42．4�
816 ミエノハートハート 牡3鹿 56 中舘 英二里見美惠子氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 420－ 42：01．42� 17．4�
11 ローレルラスター 牡3鹿 56 的場 勇人 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 協和牧場 474± 02：01．82� 7．7	
714 マイネグラディウス 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 日高 戸川牧場 394－ 6 〃 アタマ 28．8

48 カシノコゴロウ 牡3鹿 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 458－ 22：01．9� 146．0�
47 ア ン グ リ ア 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生�松栄牧場 黒岩 陽一 浦河 松栄牧場 418＋ 42：02．11� 342．2
510 ティリアンパープル 牝3鹿 54 戸崎 圭太飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 454－ 62：02．3� 11．3�
23 リリーローズ 牝3鹿 54 高倉 稜岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 416＋162：02．61� 229．8�
815 ナンダデヴィ 牝3鹿 54 内田 博幸吉田 哲哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 460－ 6 〃 クビ 3．4�
36 クラッチブーケ 牝3黒鹿54 大野 拓弥島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 464 ―2：03．13 24．7�
611 リュクスボヌール 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次田畑 憲士氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 410－162：03．2� 229．5�
713 サ ジ ッ タ 牝3鹿 54 藤岡 康太 H.H．シェイク・ハムダン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋162：03．3クビ 118．8�
12 ダンシングイレーネ 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 470－ 62：05．8大差 103．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，537，700円 複勝： 36，831，000円 枠連： 15，422，200円
馬連： 49，879，900円 馬単： 35，283，000円 ワイド： 27，428，800円
3連複： 75，812，100円 3連単： 123，304，200円 計： 386，498，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 180円 � 310円 枠 連（2－5） 650円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 340円 �� 840円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 10，350円

票 数

単勝票数 計 225377 的中 � 46017（2番人気）
複勝票数 計 368310 的中 � 72576（2番人気）� 59575（3番人気）� 25233（5番人気）
枠連票数 計 154222 的中 （2－5） 17718（3番人気）
馬連票数 計 498799 的中 �� 52357（2番人気）
馬単票数 計 352830 的中 �� 18581（3番人気）
ワイド票数 計 274288 的中 �� 22391（2番人気）�� 7638（9番人気）�� 7540（10番人気）
3連複票数 計 758121 的中 ��� 22677（4番人気）
3連単票数 計1233042 的中 ��� 8793（18番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．8―12．2―12．5―12．4―12．0―11．9―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．5―35．3―47．5―1：00．0―1：12．4―1：24．4―1：36．3―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

テ ン ミ ラ イ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Success Express デビュー 2012．6．3 東京5着

2010．3．3生 牡3栗 母 ダンシングサクセス 母母 Northern Sister 11戦1勝 賞金 9，500，000円
〔騎手変更〕 ティリアンパープル号の騎手丸田恭介は，第7日第3競走での落馬負傷のため戸崎圭太に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンシングイレーネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月29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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 バトルプレミヤ号

11088 4月29日 晴 良 （25福島1）第6日 第4競走 1，150�サラブレッド系3歳
発走11時20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

612 デルマネコムスメ 牝3栗 54 内田 博幸浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 444＋ 21：09．1 1．7�
815 メイショウラムダ 牡3黒鹿56 中舘 英二松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 458＋ 61：10．05 5．9�
816 チェリーシェル 牝3黒鹿54 菅原 隆一�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 450－ 21：10．31� 34．4�
611 マリーズミイ 牝3鹿 54 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 B420－ 41：10．4� 16．2�
48 ドニゼッティ 牡3鹿 56 勝浦 正樹 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 4 〃 クビ 45．5	
11 エーシンアプローズ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 和生
栄進堂 坂口 正則 浦河 まるとみ冨岡牧場 496＋ 4 〃 ハナ 122．5�
510 クニサキゼブライカ 牡3黒鹿56 西田雄一郎國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上 悦夫 494－12 〃 ハナ 8．7�
59 ハギノエルドラド 牡3鹿 56 鮫島 良太安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 440＋ 81：10．5� 75．8
23 シキランマン 牝3栗 54 吉田 豊髙樽さゆり氏 石栗 龍彦 浦河 松栄牧場 408＋ 21：10．71� 20．0�
714 ストップザジョーク 牡3芦 56 戸崎 圭太ポリッシュホースメイト和田 正道 新ひだか 大典牧場 458＋ 81：10．8クビ 8．4�
36 タイキシャーリー 牝3栗 54

52 △嶋田 純次�大樹ファーム 伊藤 圭三 大樹 大樹ファーム 440＋ 61：11．33 138．4�
35 アナタトトモニ 牝3栗 54 丹内 祐次村田 哲朗氏 粕谷 昌央 日高 エンドレス

ファーム 428－ 41：11．83 226．5�
24 シェランコントレ 牡3栗 56

54 △菱田 裕二大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 バンブー牧場 438－ 81：12．43� 213．0�
12 コンゴウセキ 牡3青 56 的場 勇人�出口牧場 的場 均 日高 出口牧場 452－ 81：13．03� 290．6�
47 ピュアブロッサム 牝3鹿 54 田辺 裕信長谷川清英氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム B480－141：13．63� 63．2�
713 ブラックポセイドン 牡3黒鹿56 川須 栄彦田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか マークリ牧場 B500＋ 41：13．91� 22．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，536，200円 複勝： 52，777，500円 枠連： 17，402，600円
馬連： 52，308，600円 馬単： 41，639，700円 ワイド： 32，044，400円
3連複： 86，916，200円 3連単： 158，120，600円 計： 469，745，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 160円 � 590円 枠 連（6－8） 430円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，030円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 4，210円 3 連 単 ��� 11，070円

票 数

単勝票数 計 285362 的中 � 134535（1番人気）
複勝票数 計 527775 的中 � 186893（1番人気）� 87132（2番人気）� 13246（8番人気）
枠連票数 計 174026 的中 （6－8） 30097（1番人気）
馬連票数 計 523086 的中 �� 65664（1番人気）
馬単票数 計 416397 的中 �� 38465（1番人気）
ワイド票数 計 320444 的中 �� 36103（1番人気）�� 7071（12番人気）�� 3958（20番人気）
3連複票数 計 869162 的中 ��� 15254（14番人気）
3連単票数 計1581206 的中 ��� 10544（26番人気）

ハロンタイム 9．6―10．9―11．2―12．1―12．5―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．5―31．7―43．8―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマネコムスメ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kaldoun デビュー 2013．3．23 中山2着

2010．5．3生 牝3栗 母 ハッシュバンバン 母母 Horphaly 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 シキランマン号の騎手丸田恭介は，第7日第3競走での落馬負傷のため吉田豊に変更。
〔発走状況〕 マリーズミイ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピュアブロッサム号・ブラックポセイドン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成25年5月29日まで平地競走に出走できない。



11089 4月29日 晴 良 （25福島1）第6日 第5競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走11時50分 （芝・右）

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

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

510 トミケンフィアブル 牡3栗 56 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 478－121：10．1 38．2�
36 キョウワリスキー 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 466± 01：10．52� 74．4�
713 ソ ウ キ ュ ウ 牝3鹿 54 津村 明秀荒木隆之介氏 鈴木 伸尋 浦河 伏木田牧場 430＋ 4 〃 ハナ 15．2�
11 ブルジュオン 牝3黒鹿54 大野 拓弥�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434－ 21：10．6� 2．7�
816 ワイドキング 牡3鹿 56 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 B468± 0 〃 クビ 4．9	
35 スリーラグタイム 牡3黒鹿56 丸山 元気永井商事� 小野 幸治 浦河 辻 牧場 442＋ 6 〃 ハナ 13．4

815 グ ン シ ン 牡3鹿 56 西田雄一郎�大島牧場 堀井 雅広 浦河 大島牧場 468＋121：10．7クビ 53．2�
12 プリマチュチュ 牝3栗 54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 有限会社武岡牧場 450－ 2 〃 クビ 8．9�
24 ダンシングポーン 牡3鹿 56 吉田 豊大迫久美子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 444－ 21：10．8クビ 55．2
611 ビューポイント 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 高松牧場 438＋141：10．9� 48．1�
48 メイショウアザミ 牝3栗 54 松田 大作松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 三嶋牧場 426± 01：11．21� 12．0�
23 フェアリーシチー 牝3芦 54 鮫島 良太 �友駿ホースクラブ 清水 出美 新ひだか 幌村牧場 450± 0 〃 クビ 110．4�
714 ティアップドリーム 牝3鹿 54 吉田 隼人田中 昇氏 奥平 雅士 新ひだか 田原橋本牧場 466－ 41：11．62� 10．1�
47 パイナップルリリー 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 452＋ 61：11．8� 11．8�
59 オンナゴコロ 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 396 ― 〃 クビ 146．8�
612 エイプリルメロディ 牝3黒鹿 54

52 △菱田 裕二岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 日高 いとう牧場 446± 01：11．9クビ 20．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，020，900円 複勝： 40，199，800円 枠連： 19，928，800円
馬連： 53，454，600円 馬単： 37，644，700円 ワイド： 32，011，300円
3連複： 89，194，300円 3連単： 141，008，700円 計： 436，463，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，820円 複 勝 � 980円 � 1，880円 � 430円 枠 連（3－5） 10，330円

馬 連 �� 89，870円 馬 単 �� 161，530円

ワ イ ド �� 26，040円 �� 5，710円 �� 10，960円

3 連 複 ��� 480，480円 3 連 単 ��� 3，468，820円

票 数

単勝票数 計 230209 的中 � 4756（10番人気）
複勝票数 計 401998 的中 � 10503（10番人気）� 5266（14番人気）� 26999（7番人気）
枠連票数 計 199288 的中 （3－5） 1425（27番人気）
馬連票数 計 534546 的中 �� 439（101番人気）
馬単票数 計 376447 的中 �� 172（195番人気）
ワイド票数 計 320113 的中 �� 301（102番人気）�� 1388（48番人気）�� 718（79番人気）
3連複票数 計 891943 的中 ��� 137（439番人気）
3連単票数 計1410087 的中 ��� 30（2665番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．8―11．9―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トミケンフィアブル �
�
父 サイレントディール �

�
母父 Woodman デビュー 2012．11．18 東京6着

2010．4．14生 牡3栗 母 ダンツマジック 母母 Heavenly Note 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 エイプリルメロディ号の騎手丸田恭介は，第7日第3競走での落馬負傷のため菱田裕二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カノヤベンチャー号
（非抽選馬） 1頭 デルマスナカケババ号

11090 4月29日 曇 良 （25福島1）第6日 第6競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12時40分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

713 コーラルビュー 牝5鹿 55 中舘 英二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 古川 雅且 482＋ 41：46．8 2．6�

59 ドリーミングラヴ 牝4黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 松田牧場 B420－ 31：47．43� 149．7�
22 � クリノソーニャ 牝8鹿 55 西田雄一郎栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 454＋ 41：47．61� 94．6�
712 ブルーメリディアン 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 �ブルーマネジメント加藤 征弘 新ひだか 佐竹 学 450± 0 〃 クビ 3．6�
611 クリアザウェイ 牝5黒鹿55 内田 博幸 �社台レースホース栗田 博憲 安平 追分ファーム 484－ 21：47．7� 7．2	
815 コスモレイラ 牝4青鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 21：48．12� 10．2

58 サマーティアラ 牝5青鹿55 勝浦 正樹セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 飛渡牧場 452± 01：48．31� 8．8�
610 マーメイドティアラ 牝4鹿 55

53 △中井 裕二下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 418＋ 6 〃 クビ 14．7�
47 � ア リ ア ー ヌ 牝4鹿 55 大庭 和弥岩﨑 僖澄氏 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 442－ 41：48．51� 69．4
11 � コトブキハレスガタ 牝4鹿 55 津村 明秀尾上 松壽氏 松山 将樹 新ひだか 下屋敷牧場 454－ 9 〃 アタマ 36．6�
34 ウエスタンルーチェ 牝4黒鹿55 石神 深一西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム 444－ 4 〃 ハナ 11．7�
814 ソレイユアルダン 牝4芦 55 丸山 元気阿部 紀子氏 高橋 文雅 浦河 林 孝輝 494＋101：48．82 104．5�
46 � ワンダーストーリリ 牝6黒鹿 55

53 △菱田 裕二山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 412± 0 〃 ハナ 139．3�
35 ベ ル シ エ ロ 牝4栗 55 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B488＋ 41：49．11� 79．0�
23 � ニットウミューズ 牝5鹿 55 嘉藤 貴行藤井 謙氏 大和田 成 浦河 日東牧場 504＋ 61：49．2クビ 214．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，531，500円 複勝： 49，456，900円 枠連： 19，933，400円
馬連： 59，911，000円 馬単： 40，733，100円 ワイド： 33，757，100円
3連複： 95，182，800円 3連単： 162，182，800円 計： 486，688，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 2，290円 � 1，640円 枠 連（5－7） 740円

馬 連 �� 23，460円 馬 単 �� 33，410円

ワ イ ド �� 5，040円 �� 2，760円 �� 15，000円

3 連 複 ��� 287，890円 3 連 単 ��� 1，196，910円

票 数

単勝票数 計 255315 的中 � 78657（1番人気）
複勝票数 計 494569 的中 � 132179（1番人気）� 4295（13番人気）� 6057（10番人気）
枠連票数 計 199334 的中 （5－7） 19999（4番人気）
馬連票数 計 599110 的中 �� 1885（43番人気）
馬単票数 計 407331 的中 �� 900（67番人気）
ワイド票数 計 337571 的中 �� 1649（39番人気）�� 3054（24番人気）�� 548（75番人気）
3連複票数 計 951828 的中 ��� 244（272番人気）
3連単票数 計1621828 的中 ��� 100（1249番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―30．9―43．9―56．6―1：09．1―1：21．5―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．7
1
3
13，9（2，4，10）（5，11）15（1，3）8（12，14）6－7
13（9，11，12）（2，10）（5，4，15，14）（1，3，8）＝6，7

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

勝馬の
紹 介

コーラルビュー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 アレミロード デビュー 2010．10．31 福島5着

2008．4．11生 牝5鹿 母 ホウヨウマリン 母母 ベジンスキー 20戦2勝 賞金 25，600，000円
〔騎手変更〕 クリアザウェイ号の騎手丸田恭介は，第7日第3競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。
※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 センティラシオン号



11091 4月29日 曇 良 （25福島1）第6日 第7競走 1，150�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

611 カルブンクルス 牝4青 55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 470± 01：09．0 1．8�
36 クラウンカイザー 牡4黒鹿 57

55 △菱田 裕二矢野 悦三氏 大根田裕之 新冠 奥山 博 490＋ 21：09．1� 4．3�
12 ミヤジチョビ 牡4栗 57 丸山 元気曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 村上 欽哉 484± 01：09．2� 31．3�
23 タンブルブルータス 牡4鹿 57 内田 博幸ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 492－ 21：09．3� 5．2�
24 � キクノラフィカ 牡4青鹿57 藤岡 康太菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム B476－ 21：09．4� 10．1�
816 ビーキュート 牝4鹿 55

52 ▲横山 和生 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436＋ 4 〃 クビ 55．4	

11 ノボジュピター 牡7栗 57 田辺 裕信
LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 464－ 41：09．61� 23．6�
510� オンワードナスキー 牡4栗 57 黛 弘人中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 448± 0 〃 ハナ 132．2�
35 � ハナズフレイム 牡4栗 57 西田雄一郎M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 前川 勇 466－ 4 〃 ハナ 113．1
48 ウメジマダイオー 牡4鹿 57 嘉藤 貴行村田 滋氏 嶋田 潤 平取 高橋 啓 B496＋ 21：09．81 242．0�
714� トモヲエラババ 牡4栃栗 57

55 △杉原 誠人江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド 480＋ 4 〃 クビ 298．8�
47 ハローエフェクト 牝5鹿 55 高倉 稜三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 458＋101：10．01� 161．8�
815� ア マ レ ッ ト 牝5鹿 55 伊藤 工真
イージス 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 448＋ 6 〃 ハナ 95．2�
612 マイネエレーナ 牝5鹿 55 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 458＋161：10．32 33．0�
713� キボウノチカラ 牡4鹿 57 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 460－ 21：10．4� 339．3�
59 ハヤブサソング 牝4鹿 55 大野 拓弥武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 488± 01：10．61� 144．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，457，500円 複勝： 46，268，500円 枠連： 21，592，000円
馬連： 61，012，100円 馬単： 49，470，300円 ワイド： 31，977，400円
3連複： 92，493，400円 3連単： 178，642，700円 計： 513，913，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 160円 � 350円 枠 連（3－6） 430円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 240円 �� 890円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 8，440円

票 数

単勝票数 計 324575 的中 � 145690（1番人気）
複勝票数 計 462685 的中 � 157755（1番人気）� 72413（3番人気）� 22314（6番人気）
枠連票数 計 215920 的中 （3－6） 37634（2番人気）
馬連票数 計 610121 的中 �� 103380（1番人気）
馬単票数 計 494703 的中 �� 54516（1番人気）
ワイド票数 計 319774 的中 �� 41550（1番人気）�� 8091（9番人気）�� 4949（14番人気）
3連複票数 計 924934 的中 ��� 20864（10番人気）
3連単票数 計1786427 的中 ��� 15626（17番人気）

ハロンタイム 9．6―10．9―11．4―12．2―12．3―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．5―31．9―44．1―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カルブンクルス �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．10．9 東京13着

2009．5．2生 牝4青 母 フェアナタリー 母母 フェアディール 16戦2勝 賞金 25，280，000円
〔騎手変更〕 ノボジュピター号の騎手丸田恭介は，第7日第3競走での落馬負傷のため田辺裕信に変更。
※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。
（非当選馬） 1頭 ギルドマスター号

11092 4月29日 曇 良 （25福島1）第6日 第8競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

23 マイネサヴァラン 牝4青鹿55 柴田 大知 �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 454＋ 21：09．2 8．0�

815 バラードソング 牝5鹿 55 松田 大作 �グリーンファーム牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 450－ 21：09．41� 4．4�
612 ダイワミストレス 牝4黒鹿55 内田 博幸大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 476－10 〃 クビ 2．7�
36 アラカメジョウ 牝4鹿 55 的場 勇人�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 450－ 41：09．61� 6．7�
510� リネンヴィヴィッド 牡4鹿 57 木幡 初広戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 508＋ 21：09．7クビ 175．9	
59 バ コ パ 牡4栗 57

55 △中井 裕二畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 466－16 〃 アタマ 22．4

35 ミヤビリファイン 牡4青鹿57 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 504± 01：09．8� 8．1�
714 ヴェリタスローズ 牝6青 55

53 △菱田 裕二松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 438± 0 〃 クビ 33．2�
12 アスターウィング 牡5鹿 57 戸崎 圭太加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 444－ 81：09．9� 20．7
11 � ダンスインザスカイ 牝5鹿 55 西田雄一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 462＋ 41：10．0� 153．1�
713� サンマルグロワール 牡5鹿 57

55 △嶋田 純次相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 笹島 政信 584－ 2 〃 ハナ 44．9�
48 � クレバーブレード 牡4鹿 57 丸山 元気�岡崎牧場 根本 康広 日高 大江牧場 434－ 51：10．1� 70．6�
611 リズミカルステップ 牝6栗 55 大野 拓弥有限会社シルク栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 B466＋ 41：10．2� 14．7�
24 ワンダーエレメント 牝5鹿 55 丹内 祐次山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 482－ 41：10．51� 97．6�
816� チュウワダンサー 牝4芦 55 勝浦 正樹中西 忍氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 444＋ 81：10．71 118．4�
47 � ハルトリーゲル 牝4黒鹿 55

52 ▲原田 和真�石田牧場 松永 康利 新冠 石田牧場 468± 01：10．91� 324．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，035，900円 複勝： 59，666，100円 枠連： 24，110，800円
馬連： 77，460，500円 馬単： 51，540，200円 ワイド： 41，333，500円
3連複： 121，149，100円 3連単： 212，269，700円 計： 618，565，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 210円 � 150円 � 130円 枠 連（2－8） 1，580円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 600円 �� 430円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 14，970円

票 数

単勝票数 計 310359 的中 � 30823（4番人気）
複勝票数 計 596661 的中 � 60158（5番人気）� 106875（2番人気）� 145011（1番人気）
枠連票数 計 241108 的中 （2－8） 11329（6番人気）
馬連票数 計 774605 的中 �� 33142（8番人気）
馬単票数 計 515402 的中 �� 9776（17番人気）
ワイド票数 計 413335 的中 �� 15807（8番人気）�� 22945（4番人気）�� 42683（1番人気）
3連複票数 計1211491 的中 ��� 55339（3番人気）
3連単票数 計2122697 的中 ��� 10468（34番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．1―11．8―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．6―45．4―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネサヴァラン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2011．8．14 新潟4着

2009．3．30生 牝4青鹿 母 マイネデセール 母母 メインディッシュ 12戦2勝 賞金 20，440，000円



11093 4月29日 晴 良 （25福島1）第6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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：44．1

良
良

22 アップルジャック 牡5黒鹿57 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 516± 01：50．1 9．6�
44 サ ン グ ッ プ 牡5栗 57

55 △中井 裕二加藤 信之氏 浜田多実雄 日高 加藤ステーブル 474－10 〃 クビ 32．9�
78 フラゴリーネ 牝4鹿 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 412－ 81：50．31� 15．8�
33 トウカイクオーレ 牡4鹿 57 勝浦 正樹内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 B450－ 2 〃 ハナ 13．6�
67 トモロマイスター 牡6黒鹿 57

54 ▲横山 和生戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 454＋ 21：50．51� 5．3�
79 � キングズクエスト �4栗 57

55 △杉原 誠人岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 442± 01：50．6クビ 30．5	
811 サ ト ノ オ ー 牡5芦 57 内田 博幸里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 466＋101：50．91� 2．8

66 クリスマスマーベル 牡4青鹿57 川須 栄彦名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 486＋141：51．0� 41．2�
55 エリモフラッシュ 牡4栗 57 松田 大作山本 慎一氏 鈴木 孝志 えりも エクセルマネジメント 448＋ 41：51．21� 3．0
11 デルマビシャモン 牡4鹿 57 石神 深一浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 446＋ 21：51．41 155．2�
810 スーパーボルト �4栗 57

55 △嶋田 純次浜野順之助氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 512－ 41：51．61� 27．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，116，100円 複勝： 54，197，900円 枠連： 19，038，200円
馬連： 82，884，800円 馬単： 62，411，600円 ワイド： 40，605，500円
3連複： 122，226，300円 3連単： 281，771，500円 計： 697，251，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 270円 � 760円 � 400円 枠 連（2－4） 11，250円

馬 連 �� 11，280円 馬 単 �� 20，500円

ワ イ ド �� 2，610円 �� 1，630円 �� 6，590円

3 連 複 ��� 49，490円 3 連 単 ��� 305，810円

票 数

単勝票数 計 341161 的中 � 28153（4番人気）
複勝票数 計 541979 的中 � 59358（4番人気）� 16971（9番人気）� 35484（6番人気）
枠連票数 計 190382 的中 （2－4） 1250（23番人気）
馬連票数 計 828848 的中 �� 5425（31番人気）
馬単票数 計 624116 的中 �� 2247（56番人気）
ワイド票数 計 406055 的中 �� 3838（29番人気）�� 6264（19番人気）�� 1491（43番人気）
3連複票数 計1222263 的中 ��� 1823（99番人気）
3連単票数 計2817715 的中 ��� 680（538番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．7―13．1―12．6―12．3―11．8―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．2―50．3―1：02．9―1：15．2―1：27．0―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9
1
3
3，8（2，5，10）（4，9）（6，11）7，1
3，8（2，5）（4，9，10）（7，11）6，1

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

勝馬の
紹 介

アップルジャック �
�
父 アポインテッドデイ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2010．8．29 新潟7着

2008．5．6生 牡5黒鹿 母 アラマササイダー 母母 アラマサユウコ 22戦2勝 賞金 27，917，000円
〔騎手変更〕 クリスマスマーベル号の騎手丸田恭介は，第7日第3競走での落馬負傷のため川須栄彦に変更。
※出走取消馬 シャドウライフ号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）

11094 4月29日 晴 良 （25福島1）第6日 第10競走 ��1，700�
お な は ま

小 名 浜 特 別
発走14時50分 （ダート・右）

4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 476，000円 136，000円 68，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

710� ダノンクリエーター 牡4栗 57 松田 大作�ダノックス 村山 明 米 Waterford
Farm 526－ 61：45．9 2．0�

22 メルシーラスカル 牡4鹿 57 中井 裕二永井 康郎氏 藤岡 範士 様似 様似共栄牧場 474± 01：46．11� 5．5�
11 プリティーマッハ 牡5芦 57 横山 和生越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 450－ 61：46．41� 37．9�
56 タガノナパヴァレー 	4黒鹿57 高倉 稜八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458－ 6 〃 ハナ 16．6�
69 � リアライズナマステ 牡4栗 57 戸崎 圭太工藤 圭司氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

470＋ 61：46．5クビ 8．0�
813� サダルメリク 牡6鹿 57 古川 吉洋前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess 480＋ 21：46．6� 12．2	
45 
 サンマルヴィエント 牡5栗 57 津村 明秀相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 474－ 21：47．66 20．9

33 � エ ク チ ュ ア 牡4鹿 57 内田 博幸前田 幸治氏 矢作 芳人 英 Value

Bloodstock 458＋ 6 〃 クビ 5．8�
57 
 スズカアタック 牡5青 57 西村 太一永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 440＋ 41：47．7クビ 118．9�
711 サハラブレイヴ 牡4栗 57 荻野 琢真 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 516＋ 31：47．8� 95．1
812 デ ミ チ ン タ 牡5鹿 57 中谷 雄太加藤 信之氏 蛯名 利弘 日高 有限会社

ケイズ B466＋ 21：48．01� 191．5�
68 
 ブラウシュタイン 牡4黒鹿57 西田雄一郎吉田 昭一氏 成島 英春 新冠 八木 常郎 424－ 6 〃 アタマ 310．6�
44 ラ ン ブ イ エ 牝5青 55 吉田 隼人吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム B488＋ 61：48．21� 37．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，059，100円 複勝： 70，382，400円 枠連： 23，982，900円
馬連： 106，807，900円 馬単： 73，435，000円 ワイド： 50，229，800円
3連複： 158，994，000円 3連単： 337，023，800円 計： 861，914，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 170円 � 450円 枠 連（2－7） 550円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，050円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 5，780円 3 連 単 ��� 16，560円

票 数

単勝票数 計 410591 的中 � 166678（1番人気）
複勝票数 計 703824 的中 � 220110（1番人気）� 109576（2番人気）� 26040（8番人気）
枠連票数 計 239829 的中 （2－7） 32310（1番人気）
馬連票数 計1068079 的中 �� 137676（1番人気）
馬単票数 計 734350 的中 �� 67860（1番人気）
ワイド票数 計 502298 的中 �� 55772（1番人気）�� 10841（15番人気）�� 6703（23番人気）
3連複票数 計1589940 的中 ��� 20317（20番人気）
3連単票数 計3370238 的中 ��� 15026（51番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―12．1―12．4―12．7―12．6―12．5―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．3―42．7―55．4―1：08．0―1：20．5―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．9
1
3
10，13（9，11）2，7（4，12）－（6，5）－8，1－3
10（13，9）（2，4）（11，5）（7，12）（6，3）－（8，1）

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

勝馬の
紹 介

�ダノンクリエーター �
�
父 Half Ours �

�
母父 Concern デビュー 2011．10．29 京都6着

2009．4．10生 牡4栗 母 Difficult 母母 Wings of Jove 9戦2勝 賞金 21，326，000円
〔制裁〕 メルシーラスカル号の騎手中井裕二は，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：13番・

9番）



11095 4月29日 晴 良 （25福島1）第6日 第11競走 ��1，200�福島中央テレビ杯
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
福島中央テレビ賞（1着）

賞 品
本 賞 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

12 メイショウツガル 牡5鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 472－ 41：09．0 7．2�
59 � コウヨウアレス 牡4青鹿57 内田 博幸寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 476－ 41：09．21� 4．8�
611 エクセレントピーク 牝5鹿 55 戸崎 圭太飯田 正剛氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 464－ 2 〃 ハナ 7．6�
48 ラインアンジュ 牝5鹿 55 松田 大作大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 498－ 21：09．3� 48．0�
47 マジカルポケット 牡5鹿 57 津村 明秀榊原源一郎氏 領家 政蔵 日高 森永牧場 484＋ 41：09．4	 30．5�
11 ヒカリトリトン 牡5鹿 57 鮫島 良太�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 488－ 41：09．5	 29．2	
24 ロ ン ド 牝5青鹿55 嶋田 純次水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 460－ 81：09．6	 8．3

36 クレバーアポロ 牡4栗 57 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 むかわ 上水牧場 490± 0 〃 クビ 29．2�
612 ベストブルーム 牡6鹿 57 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 464－ 21：09．7クビ 31．8�
816� エ ク レ ウ ス 牡8黒鹿57 伊藤 工真栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント B496－12 〃 アタマ 66．9
35 シルクパルサー 牡6鹿 57 勝浦 正樹有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 490± 01：09．8クビ 17．1�
510 テイエムコウノトリ 牝4黒鹿55 吉田 豊竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 450＋ 6 〃 クビ 5．7�
815 アポロフィオリーナ 牝5鹿 55 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 484＋181：09．9クビ 8．2�
714 レ コ メ ン ド 牡6鹿 57 高田 潤�アカデミー 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 492＋ 41：10．11� 32．4�
23 トーセンムンク 牝4鹿 55 横山 和生島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－ 21：10．2	 64．4�
713 ドリームフォワード 牡6栗 57 高倉 稜セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 41：10．41� 11．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，688，500円 複勝： 126，983，700円 枠連： 78，467，500円
馬連： 263，950，700円 馬単： 143，979，200円 ワイド： 111，745，600円
3連複： 447，989，000円 3連単： 778，255，200円 計： 2，020，059，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 180円 � 240円 枠 連（1－5） 970円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，230円 �� 700円

3 連 複 ��� 6，540円 3 連 単 ��� 44，340円

票 数

単勝票数 計 686885 的中 � 75635（3番人気）
複勝票数 計1269837 的中 � 171161（3番人気）� 207391（1番人気）� 126325（4番人気）
枠連票数 計 784675 的中 （1－5） 59718（2番人気）
馬連票数 計2639507 的中 �� 81015（7番人気）
馬単票数 計1439792 的中 �� 21022（13番人気）
ワイド票数 計1117456 的中 �� 38049（3番人気）�� 21743（13番人気）�� 40452（2番人気）
3連複票数 計4479890 的中 ��� 50564（12番人気）
3連単票数 計7782552 的中 ��� 12954（94番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．0―11．4―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―33．9―45．3―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウツガル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Mountain Cat デビュー 2010．11．27 京都1着

2008．1．25生 牡5鹿 母 フラワーキャット 母母 デヴィルインフライト 34戦4勝 賞金 85，012，000円
〔制裁〕 テイエムコウノトリ号の騎手吉田豊は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：4番）
※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 イトククリ号・ケンブリッジヒーロ号・ピエナアプローズ号

11096 4月29日 晴 良 （25福島1）第6日 第12競走 ��2，000�
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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

55 エーブフウジン 牡5栗 57 古川 吉洋 �レーシングホース
ジャパン 高橋 文雅 新ひだか ダイイチ牧場 B480＋ 62：00．1 8．1�

33 マイネルエクレウス 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 490＋ 4 〃 クビ 39．6�

68 スズカアンペール 牡5鹿 57 吉田 隼人永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 470＋ 8 〃 ハナ 5．7�
812� アポロテイスト 牡4栗 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 山際牧場 506－ 22：00．2� 7．8�
11 ハギノウィッシュ 牝4鹿 55 大野 拓弥日隈 良江氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム 496－102：00．41� 25．0�
44 ノーティカルスター 牡5栗 57 中井 裕二 	サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 追分ファーム 492＋ 2 〃 クビ 77．8

22 マ グ メ ル 牡4鹿 57 吉田 豊 	サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B464－ 42：00．61� 6．0�
811 アイファーファルコ 牡4栗 57 中舘 英二中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 434－ 42：00．7クビ 17．2�
67 � エメラルブライト 牡5黒鹿57 高倉 稜高橋 勉氏 加藤 敬二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 42：01．23 178．9
56 	 レッドコースト 牡4黒鹿57 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 英 Aston Mul-

lins Stud 532 ― 〃 ハナ 5．2�
710 マイネルヴァルム 牡5青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 468－ 22：01．73 44．5�
79 サウンドバスター 牡5鹿 57 戸崎 圭太増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 492＋ 42：02．01� 3．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 63，185，700円 複勝： 93，363，300円 枠連： 39，002，900円
馬連： 157，937，700円 馬単： 98，152，800円 ワイド： 73，796，000円
3連複： 234，049，300円 3連単： 494，846，800円 計： 1，254，334，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 220円 � 740円 � 220円 枠 連（3－5） 5，890円

馬 連 �� 12，030円 馬 単 �� 23，720円

ワ イ ド �� 2，780円 �� 630円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 15，550円 3 連 単 ��� 133，090円

票 数

単勝票数 計 631857 的中 � 61547（6番人気）
複勝票数 計 933633 的中 � 121770（4番人気）� 26844（9番人気）� 129006（3番人気）
枠連票数 計 390029 的中 （3－5） 4895（18番人気）
馬連票数 計1579377 的中 �� 9691（35番人気）
馬単票数 計 981528 的中 �� 3054（70番人気）
ワイド票数 計 737960 的中 �� 6316（36番人気）�� 30773（8番人気）�� 6826（32番人気）
3連複票数 計2340493 的中 ��� 11110（57番人気）
3連単票数 計4948468 的中 ��� 2744（402番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．4―35．3―47．3―59．6―1：11．8―1：23．7―1：35．7―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エーブフウジン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．3．5 中山7着

2008．3．15生 牡5栗 母 ダイイチサクラ 母母 ダイイチフローネ 22戦3勝 賞金 42，474，000円
〔騎手変更〕 エーブフウジン号の騎手丸田恭介は，第7日第3競走での落馬負傷のため古川吉洋に変更。



（25福島1）第6日 4月29日 （祝日） 晴一時曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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 手 当

156，470，000円
7，000，000円
1，900，000円
14，080，000円
61，544，500円
4，628，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
408，603，000円
704，015，800円
304，988，500円
1，050，412，600円
690，624，000円
523，357，000円
1，662，409，300円
3，080，039，800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 8，424，450，000円

総入場人員 9，054名 （有料入場人員 7，580名）



平成25年度 第1回福島競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，435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 手 当

1，326，890，000円
2，080，000円
57，430，000円
14，680，000円
119，400，000円
495，407，000円
37，496，000円
13，776，000円

勝馬投票券売得金
1，886，620，200円
3，118，392，500円
1，327，873，100円
4，365，366，500円
2，903，836，800円
2，123，804，800円
6，376，249，800円
11，364，423，500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 33，466，567，200円

総入場延人員 81，760名 （有料入場延人員 66，609名）
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