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11025 4月19日 晴 良 （26福島1）第3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

23 レンブラント 牡3黒鹿56 勝浦 正樹田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 480＋ 21：48．3 3．6�
34 ウインヴォイジャー 牡3芦 56 丹内 祐次�ウイン 清水 英克 日高 シンボリ牧場 510－ 4 〃 アタマ 13．3�
814 イノセンテス 牡3鹿 56 川島 信二小河 一�氏 野中 賢二 平取 清水牧場 474＋181：48．4� 14．7�
11 カイザーヴァルツァ �3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬有限会社シルク音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 458－ 21：48．71� 10．1�
713 ガ ヤ ル ド 牡3鹿 56 丸田 恭介ホースアディクト高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 448－24 〃 クビ 37．8	
611 エーブキットマン 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二 �レーシングホース
ジャパン 沖 芳夫 浦河 大北牧場 510－ 61：48．8クビ 3．6


712 シンザンプロスパー 牡3鹿 56 西田雄一郎平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 細川牧場 516－ 61：49．22� 4．6�
59 メチャンコハヤイヨ 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太島田 久氏 小野 次郎 新冠 堤 牧場 464－141：49．3� 95．2�
58 シャイニーピューマ 牡3鹿 56 吉田 隼人小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 450± 01：49．4� 17．5
47 ヒラボクヒーロー 牡3鹿 56 藤岡 康太�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 462－ 41：49．5クビ 10．7�
22 タマモムーンライト 牝3栗 54 田中 博康タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 460－121：50．67 68．5�
610 サンアンドムーン 牡3鹿 56 津村 明秀髙橋照比古氏 相沢 郁 新ひだか 広田牧場 412＋ 21：50．81� 35．5�
35 トーアサムライ 牡3栗 56 丸山 元気高山ランド� 斎藤 誠 豊浦トーア牧場 446－ 21：51．54 145．3�
815 タ ケ ル マ ヤ 牝3栗 54 宮崎 北斗森 保彦氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 416－ 21：53．3大差 252．5�
46 ワイドスパークル 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政幅田 京子氏 梅田 智之 新ひだか 上野 正恵 488 ―1：53．61� 220．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 10，061，100円 複勝： 20，519，100円 枠連： 5，726，000円
馬連： 22，352，200円 馬単： 16，049，100円 ワイド： 12，822，700円
3連複： 34，181，300円 3連単： 51，954，100円 計： 173，665，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 320円 � 410円 枠 連（2－3） 1，840円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 720円 �� 800円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 11，160円 3 連 単 ��� 45，430円

票 数

単勝票数 計 100611 的中 � 22332（1番人気）
複勝票数 計 205191 的中 � 53187（1番人気）� 14499（5番人気）� 10470（7番人気）
枠連票数 計 57260 的中 （2－3） 2302（7番人気）
馬連票数 計 223522 的中 �� 8355（7番人気）
馬単票数 計 160491 的中 �� 3797（9番人気）
ワイド票数 計 128227 的中 �� 4499（7番人気）�� 4031（8番人気）�� 1746（22番人気）
3連複票数 計 341813 的中 ��� 2261（39番人気）
3連単票数 計 519541 的中 ��� 844（141番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．6―30．8―43．7―56．7―1：09．5―1：22．5―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．8
1
3
4（1，5，12）11（8，15）（2，14）－7（3，10）9，13＝6
4（5，12）（1，8，11，14）（2，3，7）（13，10）（9，15）－6

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

勝馬の
紹 介

レンブラント �
�
父 チ ャ ク ラ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2014．1．26 中山4着

2011．4．19生 牡3黒鹿 母 マヤノマーガレット 母母 マヤノカプリース 5戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワイドスパークル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コスモチャイム号

11026 4月19日 晴 良 （26福島1）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10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
1：45．3
1：44．1

良
良

816 キズナエンドレス 牝3鹿 54 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 456－ 21：50．1 31．0�
59 ワクワクカンヲ 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B468＋ 41：50．31� 2．8�
815 プロレタリアト 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 414－18 〃 クビ 36．3�
24 トーアリズム 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太高山ランド� 栗田 博憲 豊浦トーア牧場 472＋ 41：50．4クビ 51．1�
36 ノリノリハッピー 牡3栗 56 丸山 元気足立 範子氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 468± 01：50．61� 5．6�
35 キングナポレオン 牡3黒鹿56 藤岡 康太田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484 ―1：50．7� 5．3	
713 ビリーヴザワン 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 壮史氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 490－ 2 〃 クビ 23．1

510 ヤマニンマルキーザ 牡3栗 56 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 456－ 21：51．12� 14．3�
714 ウイングオブハーツ 牡3黒鹿56 吉田 隼人有限会社シルク伊藤 圭三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 01：51．2� 4．4�
611 マイネネフリティス 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 390＋ 61：51．41� 39．9
47 ゴールドレインズ 牡3青鹿56 木幡 初広窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 456－ 41：51．61� 47．7�
48 クリアーパッション 牝3鹿 54 宮崎 北斗下河辺隆行氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 440－ 6 〃 クビ 114．4�
612 フッコウダマシイ 牡3鹿 56 大野 拓弥関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 442－121：51．7� 115．9�
11 ウインシビュラ 牝3黒鹿54 津村 明秀�ウイン 水野 貴広 日高 前川ファーム 424－101：52．33� 229．0�
23 デルマモナーク 牡3栗 56 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 526 ―1：52．93� 24．4�
12 ワ ビ チ ャ 牡3芦 56 中谷 雄太 �グリーンファーム伊藤 大士 千歳 社台ファーム B510－221：55．9大差 231．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，481，200円 複勝： 26，969，900円 枠連： 7，626，400円
馬連： 19，909，200円 馬単： 15，140，400円 ワイド： 12，886，300円
3連複： 29，945，000円 3連単： 46，736，100円 計： 172，694，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，100円 複 勝 � 1，010円 � 140円 � 850円 枠 連（5－8） 1，640円

馬 連 �� 5，030円 馬 単 �� 13，150円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 7，970円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 33，690円 3 連 単 ��� 280，420円

票 数

単勝票数 計 134812 的中 � 3428（8番人気）
複勝票数 計 269699 的中 � 5110（10番人気）� 83440（1番人気）� 6176（9番人気）
枠連票数 計 76264 的中 （5－8） 3440（4番人気）
馬連票数 計 199092 的中 �� 2923（17番人気）
馬単票数 計 151404 的中 �� 850（44番人気）
ワイド票数 計 128863 的中 �� 1968（16番人気）�� 386（56番人気）�� 2624（12番人気）
3連複票数 計 299450 的中 ��� 656（89番人気）
3連単票数 計 467361 的中 ��� 123（669番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．2―12．5―12．7―11．9―12．1―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―36．4―48．9―1：01．6―1：13．5―1：25．6―1：37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キズナエンドレス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2014．2．18 東京10着

2011．5．4生 牝3鹿 母 サクラエンドレス 母母 サクラハツスル 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ワビチャ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ワクワクカンヲ号の騎手松若風馬は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）

ワクワクカンヲ号の騎手松若風馬は，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〕 ワビチャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5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。
（非抽選馬） 4頭 カンタベリーラウス号・ショウナンマンボ号・ドリームジュエリー号・ブラックグランデ号

第１回 福島競馬 第３日



11027 4月19日 晴 良 （26福島1）第3日 第3競走 ��1，150�サラブレッド系3歳
発走10時45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

36 ケイリンボス 牡3栗 56 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 516 ―1：09．3 7．3�
611 ラ イ ロ ア 牡3青鹿56 吉田 隼人 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 442± 01：09．72� 1．5�
714 アロージェネシス 牡3黒鹿56 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 484－ 21：09．91� 7．8�
35 クリノツネチャン 牝3栗 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 日高 川島 良一 424± 01：10．0� 61．0�
11 ウラノスガッキ 牡3芦 56 丸田 恭介 M・

Kenichiホールディング� 高橋 裕 浦河 酒井牧場 470＋ 2 〃 アタマ 20．2	
815 フルアヘッド 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 470－ 61：10．21� 157．6

816 コスモクラヴィス 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二岡田 繁幸氏 和田 正道 新冠 対馬 正 B498± 0 〃 ハナ 6．6�
12 エングロウス �3栗 56 田中 博康深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 438－ 41：10．73 18．0�
59 フリークウェーブ 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 和田 雄二 浦河 冨岡牧場 434＋101：10．8� 88．5
23 メイショウホウネン 牡3栗 56 川島 信二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 490＋14 〃 ハナ 56．0�
713 キョウエイボス 牡3黒鹿56 横山 和生田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 440－161：11．01� 318．4�
510 デルマアクビチャン 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太浅沼 廣幸氏 的場 均 千歳 社台ファーム 416－101：11．1クビ 450．4�
612 チタノティアラ 牝3栗 54 丹内 祐次中村 光利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 420± 01：11．2� 162．9�
48 ラ ラ ラ 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 426－121：11．62� 437．3�
24 メイショウサンタ 牡3鹿 56 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 442－141：11．92 290．7�
47 ドリームフェイス 牡3青鹿 56

53 ▲原田 和真セゾンレースホース� 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 B480 ―1：12．53� 159．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，031，100円 複勝： 38，340，300円 枠連： 8，386，700円
馬連： 25，148，900円 馬単： 20，280，200円 ワイド： 14，806，300円
3連複： 33，720，900円 3連単： 59，808，300円 計： 219，522，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 210円 � 110円 � 200円 枠 連（3－6） 540円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 310円 �� 990円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 9，280円

票 数

単勝票数 計 190311 的中 � 20592（3番人気）
複勝票数 計 383403 的中 � 26335（5番人気）� 211106（1番人気）� 29682（3番人気）
枠連票数 計 83867 的中 （3－6） 11513（2番人気）
馬連票数 計 251489 的中 �� 29035（3番人気）
馬単票数 計 202802 的中 �� 8277（7番人気）
ワイド票数 計 148063 的中 �� 12839（3番人気）�� 3205（10番人気）�� 13939（2番人気）
3連複票数 計 337209 的中 ��� 17877（4番人気）
3連単票数 計 598083 的中 ��� 4759（26番人気）

ハロンタイム 9．8―10．9―11．5―12．2―12．3―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．8―20．7―32．2―44．4―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイリンボス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2011．3．9生 牡3栗 母 マリンフェスタ 母母 ロングチアーズ 1戦1勝 賞金 5，000，000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 アイファーマシェリ号

11028 4月19日 晴 良 （26福島1）第3日 第4競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走11時15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

47 ジョーヌダンブル 牝3栗 54 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 460－ 81：09．9 3．4�
48 バーンアウル 牝3鹿 54 川島 信二 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 41：10．43 10．5�
714 ベルモントケーティ 牝3黒鹿54 津村 明秀 �ベルモントファーム鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム 466－ 21：10．5� 9．0�
713 セクシイガール 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 458± 01：10．6� 2．4�
815 チャオプラヤ 牝3鹿 54 藤岡 康太本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 430－ 41：10．92 19．4�
11 デルマヨッチャン 牝3栗 54 村田 一誠浅沼 廣幸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 470 ― 〃 クビ 47．1	
612 カクテルハット 牝3栗 54 杉原 誠人 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 470＋101：11．53� 6．6

35 ス リ ジ エ 牝3鹿 54 中谷 雄太藤井 亮輔氏 森田 直行 日高 正和山本牧場 466 ―1：11．6� 22．0�
23 メイショウヤマヒメ 牝3栗 54

51 ▲松若 風馬松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 464 ―1：12．02� 120．5�
12 スイートノエル 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 428－ 21：12．42� 159．6
510 ヤマトレディ 牝3鹿 54 黛 弘人西浦 和男氏 南田美知雄 新冠 隆栄牧場 416 ―1：12．5クビ 178．4�
24 パレントゥチェリ 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太 �ローレルレーシング 松永 康利 新冠 石田牧場 414 ― 〃 クビ 67．8�
36 ベラドンナリリー 牝3黒鹿54 田中 博康名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 448 ―1：12．81� 269．7�
816 ス ペ ー ラ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人鈴木 孝雄氏 和田 雄二 日高 法理牧場 412 ―1：13．22� 116．2�
611 アイファーニーニャ 牝3鹿 54 川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 416＋10 〃 ハナ 68．7�
59 スズノユーミン 牝3鹿 54 大野 拓弥小紫惠美子氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 430 ―1：18．1大差 122．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，029，700円 複勝： 19，808，700円 枠連： 10，105，000円
馬連： 20，022，000円 馬単： 16，449，000円 ワイド： 11，487，900円
3連複： 27，117，100円 3連単： 44，656，100円 計： 163，675，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 240円 � 240円 枠 連（4－4） 1，820円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 550円 �� 530円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 17，290円

票 数

単勝票数 計 140297 的中 � 32946（2番人気）
複勝票数 計 198087 的中 � 46489（2番人気）� 19144（5番人気）� 19306（4番人気）
枠連票数 計 101050 的中 （4－4） 4117（8番人気）
馬連票数 計 200220 的中 �� 8513（6番人気）
馬単票数 計 164490 的中 �� 4420（9番人気）
ワイド票数 計 114879 的中 �� 5353（6番人気）�� 5515（5番人気）�� 2446（13番人気）
3連複票数 計 271171 的中 ��� 5027（10番人気）
3連単票数 計 446561 的中 ��� 1907（41番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―11．9―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．8―45．7―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョーヌダンブル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Old Trieste デビュー 2013．6．30 中京2着

2011．2．6生 牝3栗 母 マルターズヒート 母母 Heat Is On 8戦1勝 賞金 11，650，000円
〔制裁〕 スズノユーミン号の調教師高橋裕は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

ヤマトレディ号の騎手黛弘人は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スペーラ号・アイファーニーニャ号・スズノユーミン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成26年5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。
（非抽選馬） 4頭 カシマムンムーン号・サトノアスカ号・バリングバー号・ベルモントラハイナ号



11029 4月19日 晴 良 （26福島1）第3日 第5競走 1，700�サラブレッド系3歳
発走12時05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

46 トップボンバー 牡3鹿 56
53 ▲松若 風馬�コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 446＋ 21：46．3 18．1�

712 ライトオブホープ 牡3栗 56 柴山 雄一落合 幸弘氏 斎藤 誠 新冠 イワミ牧場 492－ 21：46．83 2．8�
611 コスモカウピリ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 大典牧場 488－ 21：47．22� 4．1�
35 クリューサオール 牡3鹿 56 川須 栄彦 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B514－ 4 〃 クビ 8．4�
58 リムショット 牡3栗 56 横山 和生松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか 大塚牧場 438－ 61：47．62� 7．0�
34 ゲームクライシス 牡3栗 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 沖田牧場 472± 01：47．7� 41．9	
59 ハッピーロード �3栗 56 荻野 琢真豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 464－121：47．8クビ 14．2

815 カフジスター 牡3青鹿56 古川 吉洋加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 470＋12 〃 クビ 15．2�
814 エスケイオスカー 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼廣嶋 誠二氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 490－ 21：48．86 19．0�
22 ソフィスティケイト 牡3青 56 勝浦 正樹 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 458－ 21：49．12 54．0
11 レオウィッシュ 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太�レオ 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 470－ 4 〃 クビ 24．2�
610 デルマフクゾウ 牡3栗 56 川島 信二浅沼 廣幸氏 武市 康男 日高 ファニーヒルファーム B478＋ 8 〃 アタマ 108．1�
23 フォーティンアワズ 牡3栗 56

53 ▲原田 和真加藤 徹氏 松永 康利 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 454－121：49．95 290．1�

47 ワンダーエターナル 牡3鹿 56 竹之下智昭山本 信行氏 石橋 守 新ひだか 水丸牧場 448－ 21：50．0クビ 75．0�
713 コクシブルース �3鹿 56 丸山 元気�向別牧場 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 470± 01：50．74 20．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，017，600円 複勝： 27，885，500円 枠連： 9，650，800円
馬連： 25，285，600円 馬単： 19，457，700円 ワイド： 16，705，400円
3連複： 38，601，900円 3連単： 62，138，400円 計： 214，742，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 440円 � 140円 � 160円 枠 連（4－7） 1，440円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，520円 �� 320円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 24，850円

票 数

単勝票数 計 150176 的中 � 6574（7番人気）
複勝票数 計 278855 的中 � 11132（10番人気）� 69061（1番人気）� 52004（2番人気）
枠連票数 計 96508 的中 （4－7） 4971（6番人気）
馬連票数 計 252856 的中 �� 8263（8番人気）
馬単票数 計 194577 的中 �� 3053（16番人気）
ワイド票数 計 167054 的中 �� 4415（9番人気）�� 2477（20番人気）�� 14950（1番人気）
3連複票数 計 386019 的中 ��� 7148（10番人気）
3連単票数 計 621384 的中 ��� 1846（57番人気）

ハロンタイム 7．1―11．6―12．0―12．5―12．5―12．2―12．7―12．8―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．7―30．7―43．2―55．7―1：07．9―1：20．6―1：33．4

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

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

勝馬の
紹 介

トップボンバー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．11．16 京都7着

2011．3．26生 牡3鹿 母 レッドプライム 母母 スプラッシュクイン 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 リムショット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 クリューサオール号の騎手川須栄彦は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※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 ウッドフォード号・ジェイケイニュース号

11030 4月19日 晴 良 （26福島1）第3日 第6競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走12時35分 （芝・右）

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

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

36 ナイフリッジ 牡3栗 56 横山 和生有限会社シルク古賀 史生 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－102：02．6 3．6�

510 ヨ ッ ヘ イ 牡3青 56 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 日高 藤本ファーム 476＋ 62：02．7� 27．4�
815 シークレットパス 牡3芦 56 吉田 隼人岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 440－ 62：03．12� 5．2�
24 トウカイセンス 牝3鹿 54 川島 信二内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 420－122：03．2� 14．3�
23 ヒカルマナムスメ 牝3鹿 54 木幡 初広髙橋 京子氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 414－122：03．51� 19．6�
714 ゴールドシェンロン 牡3栗 56 柴山 雄一田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 小倉 光博 444－16 〃 アタマ 6．3�
713 サウンドメモリー 牡3鹿 56 丸山 元気嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 468－ 22：03．71� 5．2	
612 スマートグリフィン 牡3青 56 藤岡 康太大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠 ムラカミファーム 458－ 4 〃 アタマ 12．1

611 シップウハヤト 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼平田 道子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 452－ 2 〃 ハナ 27．2�
11 ビジンノカガミ 牝3黒鹿54 西田雄一郎ベニバナ組合 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 422－ 42：03．8� 171．7�
35 リムーブアゲン 牡3青鹿56 丸田 恭介浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 484－ 42：04．01� 15．5
47 ダノンフォーミュラ 牡3鹿 56 津村 明秀�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 474－122：04．21 112．3�
59 マイネシャイナー 牝3鹿 54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 430± 02：04．62� 79．4�
816 マイネエルスト 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新ひだか 大典牧場 430－ 22：04．91� 128．2�
12 マイネシャムロック 牝3栗 54 嘉藤 貴行 �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 426－ 42：05．32� 35．9�
48 クリノマンボオー 牡3鹿 56 川須 栄彦栗本 守氏 森田 直行 日高 春木 昭雄 470 ―2：05．51� 26．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，184，200円 複勝： 24，625，400円 枠連： 9，409，900円
馬連： 24，190，900円 馬単： 16，063，000円 ワイド： 12，766，400円
3連複： 31，330，600円 3連単： 48，249，600円 計： 180，820，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 190円 � 410円 � 190円 枠 連（3－5） 4，170円

馬 連 �� 4，890円 馬 単 �� 7，700円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 520円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 11，030円 3 連 単 ��� 57，350円

票 数

単勝票数 計 141842 的中 � 31113（1番人気）
複勝票数 計 246254 的中 � 39641（1番人気）� 12978（7番人気）� 38072（3番人気）
枠連票数 計 94099 的中 （3－5） 1666（15番人気）
馬連票数 計 241909 的中 �� 3653（20番人気）
馬単票数 計 160630 的中 �� 1541（29番人気）
ワイド票数 計 127664 的中 �� 1814（24番人気）�� 6548（1番人気）�� 1029（39番人気）
3連複票数 計 313306 的中 ��� 2098（36番人気）
3連単票数 計 482496 的中 ��� 621（178番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．1―13．0―13．0―12．3―11．5―11．8―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．0―49．0―1：02．0―1：14．3―1：25．8―1：37．6―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナイフリッジ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Favorite Trick デビュー 2013．11．2 東京8着

2011．5．21生 牡3栗 母 ナイキフェイバー 母母 Sixy Chic 5戦1勝 賞金 5，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 シゲルヒダカ号・スリースラッガー号・ドリームマーチ号・ノーブルスワン号・ノーブルレッド号・ヤマニンルポ号



11031 4月19日 晴 良 （26福島1）第3日 第7競走 1，150�サラブレッド系4歳以上
発走13時05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
1：06．9
1：06．9

良
良

610 ファインスカイ 牝4鹿 55 松田 大作 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 480＋101：08．8 4．0�
712 ベ ル ラ イ ン 牝4栗 55 藤岡 康太永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 442－ 61：09．01 12．7�
69 ローゼズガーランド 牝5鹿 55

54 ☆中井 裕二藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 486＋ 61：09．1� 19．2�
46 � ハ ル コ マ チ 牝4鹿 55

54 ☆菱田 裕二髙橋 治夫氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 B476＋ 8 〃 クビ 41．2�
11 ボストンサクラ 牝5黒鹿 55

52 ▲岩崎 翼ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 440－121：09．2� 25．2�
33 チェリーミルズ 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466－ 2 〃 クビ 29．8	

45 シャンパンルージュ 牝4鹿 55 吉田 隼人�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ B478＋ 61：09．3� 5．1


34 フ レ イ ヤ 牝8鹿 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 本間 忍 静内 岡田スタツド 530－ 41：09．4� 151．1�
58 マーティンオート 牝4鹿 55 川須 栄彦大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 454－10 〃 アタマ 4．7�
814 カルブンクルス 牝5青 55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 472± 01：09．5クビ 3．3
711� チュウワダンサー 牝5芦 55 嘉藤 貴行中西 忍氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 462＋121：09．71� 300．1�
57 タイキマーシャ 牝4栗 55

52 ▲松若 風馬�大樹ファーム 西園 正都 浦河 浦河小林牧場 454－ 21：10．12� 52．0�
813� ピンクストーン 牝4鹿 55 中谷 雄太吉澤 克己氏 森田 直行 浦河 三嶋牧場 454－16 〃 ハナ 69．5�
22 ステキトワイライト 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政小田切統二氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 454± 01：11．37 36．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 13，820，900円 複勝： 27，557，800円 枠連： 7，194，400円
馬連： 25，066，200円 馬単： 16，626，300円 ワイド： 13，951，500円
3連複： 32，495，400円 3連単： 54，465，800円 計： 191，178，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 370円 � 570円 枠 連（6－7） 1，800円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，180円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 11，040円 3 連 単 ��� 35，700円

票 数

単勝票数 計 138209 的中 � 27493（2番人気）
複勝票数 計 275578 的中 � 56392（2番人気）� 17878（6番人気）� 10445（7番人気）
枠連票数 計 71944 的中 （6－7） 2961（8番人気）
馬連票数 計 250662 的中 �� 8049（7番人気）
馬単票数 計 166263 的中 �� 3531（13番人気）
ワイド票数 計 139515 的中 �� 4495（7番人気）�� 2932（10番人気）�� 1392（28番人気）
3連複票数 計 324954 的中 ��� 2174（36番人気）
3連単票数 計 544658 的中 ��� 1126（98番人気）

ハロンタイム 9．4―10．7―11．2―12．1―12．3―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．1―31．3―43．4―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファインスカイ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．8．4 小倉7着

2010．4．21生 牝4鹿 母 ア サ カ フ ジ 母母 Connie’s Gift 13戦2勝 賞金 19，370，000円

11032 4月19日 晴 良 （26福島1）第3日 第8競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走13時35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
1：43．3
1：41．7

良
不良

22 セトノプロミス 牡4鹿 57 柴山 雄一難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 482－ 21：47．0 4．8�
34 ナリタムーンライト 牡6栗 57 田中 博康�オースミ 南井 克巳 日高 天羽牧場 516－181：47．31� 17．0�
815 マイネルガネーシャ 牡6栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 502－111：47．51� 102．7�
712 クラウディオス 牡4栗 57 松田 大作有限会社シルク石坂 正 安平 ノーザンファーム 482－ 81：47．6� 2．9�
47 ボストンリョウマ 牡6青鹿 57

54 ▲岩崎 翼ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 476－101：47．7� 7．5�
611 タニノタキシード 牡4黒鹿57 川須 栄彦谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 472± 01：47．91� 7．7	
23 サイレントサタデー 牡5鹿 57

56 ☆中井 裕二吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 502＋201：48．11� 7．7

58 クオリティタイム �8鹿 57 吉田 隼人名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム 430－ 41：48．31� 46．2�
46 ウインサーガ �5黒鹿57 藤岡 康太�ウイン 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 472－121：48．4� 9．6�
814 ハリマヤヨサコイ 牡4鹿 57 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新冠 田渕牧場 B484－ 4 〃 アタマ 93．2
713 マルシゲサムライ 牡4栗 57 古川 吉洋坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 450＋ 61：48．82� 162．8�
59 トラスティー 牡4鹿 57 大野 拓弥前田 幸治氏 萩原 清 平取 坂東牧場 518＋161：48．9� 78．7�
11 ユキノマルガリータ 牝4鹿 55 西田雄一郎井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 6 〃 アタマ 221．8�
610 ケイアイホクトセイ �4鹿 57 勝浦 正樹亀田 和弘氏 和田 正道 新ひだか 松田牧場 492－ 81：49．0� 12．7�
35 ニシノプレゼンス 牡5黒鹿57 中谷 雄太西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 504－ 41：49．42� 128．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，210，300円 複勝： 25，443，000円 枠連： 10，210，200円
馬連： 26，390，200円 馬単： 16，848，500円 ワイド： 14，976，100円
3連複： 35，282，500円 3連単： 58，956，500円 計： 204，317，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 520円 � 1，810円 枠 連（2－3） 2，230円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 6，190円 �� 15，600円

3 連 複 ��� 85，100円 3 連 単 ��� 262，110円

票 数

単勝票数 計 162103 的中 � 27078（2番人気）
複勝票数 計 254430 的中 � 40998（2番人気）� 12058（8番人気）� 3057（11番人気）
枠連票数 計 102102 的中 （2－3） 3390（8番人気）
馬連票数 計 263902 的中 �� 7456（12番人気）
馬単票数 計 168485 的中 �� 2893（19番人気）
ワイド票数 計 149761 的中 �� 3177（15番人気）�� 587（44番人気）�� 231（76番人気）
3連複票数 計 352825 的中 ��� 306（166番人気）
3連単票数 計 589565 的中 ��� 166（607番人気）

ハロンタイム 7．2―11．7―12．6―12．8―12．6―11．8―12．4―12．9―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．9―31．5―44．3―56．9―1：08．7―1：21．1―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セトノプロミス �
�
父 スパイキュール �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2012．8．11 札幌5着

2010．4．7生 牡4鹿 母 セトノウインド 母母 シンウインド 16戦2勝 賞金 22，620，000円
〔制裁〕 ウインサーガ号の騎手藤岡康太は，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：10番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アストロフォンテン号



11033 4月19日 晴 良 （26福島1）第3日 第9競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （芝・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
1：45．3
1：44．1

良
良

816 フェニーチェ 牝5鹿 55
54 ☆菱田 裕二広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 462＋ 21：49．9 10．2�

24 インナーアージ 牝4鹿 55 横山 和生 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 442＋141：50．11� 5．2�
12 エスターブレ 牝4栗 55 川須 栄彦草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 454－ 41：50．2� 22．0�
36 ロジプリンセス 牝4青 55 丸田 恭介久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 ハナ 13．8�
23 ティアップレーヴ 牝4芦 55 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 日高 大江牧場 480－ 4 〃 クビ 6．7	
510 ディープストーリー 牝4青 55 吉田 隼人有限会社シルク藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 444± 01：50．3� 4．2

11 コスモスターター 牝4栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 420± 0 〃 クビ 110．3�
48 モエレフルール 牝5黒鹿55 丸山 元気中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 484－ 21：50．4クビ 4．4�
612 ティンホイッスル 牝4黒鹿55 木幡 初広 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム B454＋ 21：50．61� 38．9
713� スターリットスカイ 牝6栗 55

52 ▲城戸 義政永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478± 01：50．91� 22．6�
815 アンスポークン 牝5鹿 55 松田 大作 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 6 〃 ハナ 44．4�
47 ルーベンスクラフト 牝4栗 55 杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 462－ 21：51．0� 28．3�
59 アラドヴァル 牝5青 55

54 ☆中井 裕二吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 472＋161：51．1� 20．6�
35 アディシオン 牝4鹿 55 中舘 英二島川 利子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 492－141：51．2� 68．4�
714 ラクリモーサ 牝5青鹿55 勝浦 正樹 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 432－141：51．41� 32．7�
611 アリエルシチー 牝5黒鹿 55

52 ▲原田 敬伍 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 新ひだか 幌村牧場 462＋101：52．99 245．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，701，600円 複勝： 36，339，500円 枠連： 12，716，700円
馬連： 36，604，700円 馬単： 21，950，400円 ワイド： 19，163，100円
3連複： 52，134，800円 3連単： 80，093，300円 計： 278，704，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 310円 � 200円 � 580円 枠 連（2－8） 1，410円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 6，870円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 2，900円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 19，520円 3 連 単 ��� 137，150円

票 数

単勝票数 計 197016 的中 � 15327（5番人気）
複勝票数 計 363395 的中 � 30491（5番人気）� 59358（2番人気）� 14050（8番人気）
枠連票数 計 127167 的中 （2－8） 6671（4番人気）
馬連票数 計 366047 的中 �� 8522（9番人気）
馬単票数 計 219504 的中 �� 2361（24番人気）
ワイド票数 計 191631 的中 �� 4580（7番人気）�� 1591（39番人気）�� 3019（19番人気）
3連複票数 計 521348 的中 ��� 1972（71番人気）
3連単票数 計 800933 的中 ��� 431（500番人気）

ハロンタイム 13．2―11．7―12．6―12．7―12．8―12．1―11．4―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．9―37．5―50．2―1：03．0―1：15．1―1：26．5―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．8
1
3
3（4，7）（2，8）（10，13）（1，11，15）6（9，12）14，16－5・（3，4，8，5）（2，10，7，13，15，14）（1，6，11，9，12）16

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フェニーチェ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．9．11 中山4着

2009．1．27生 牝5鹿 母 エルフィンフェザー 母母 ダイナカール 17戦3勝 賞金 26，670，000円
〔制裁〕 アラドヴァル号の騎手中井裕二は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

30，000円。（被害馬：14番）
※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） 1頭 エバールージュ号
（非抽選馬） 3頭 オータムカラー号・プラチナテーラー号・ヤマニンクレマ号

11034 4月19日 晴 良 （26福島1）第3日 第10競走 ��2，600�
ひ う ち が た け

燧 ヶ 岳 特 別
発走14時40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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

11 ルミナスレッド 牝5鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 22：41．0 3．9�
24 スマッシュスマイル �6栃栗57 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 484－ 6 〃 ハナ 6．1�
36 ロ ジ ダ ン ス 牡5栗 57 丸田 恭介久米田正明氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 492－ 22：41．63� 5．3�
47 � レイトライザー 牡4黒鹿57 川須 栄彦中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 458＋ 22：41．7� 10．1�
816 ライトヴァース 牡5鹿 57 村田 一誠 �社台レースホース勢司 和浩 池田 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 2 〃 クビ 10．9�
713 マ ル ケ サ ス 牡5青鹿57 松田 大作 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 470－ 42：41．8� 6．1	
48 オースミミズホ 牝4鹿 55 川島 信二
オースミ 荒川 義之 浦河 	川 啓一 458＋ 42：42．01
 9．7�
12 カ ウ ウ ェ ラ 牡4青鹿57 杉原 誠人 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 460± 02：42．1クビ 73．3�
35 コスモハヤブサ 牡4青鹿57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 コスモヴューファーム 448－ 82：42．31
 28．7
510 トレードウィンド 牡4鹿 57 松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504± 02：42．72� 35．8�
815 ステージナーヴ �5黒鹿57 丸山 元気 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 424＋ 22：43．33� 135．8�
714� リッカタキシード 牡7黒鹿57 柴山 雄一立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 452－ 62：44．15 100．2�
23 マキハタテノール 牡5鹿 57 中谷 雄太�槇本牧場 吉村 圭司 日高 槇本牧場 498± 02：44．73� 25．4�
611� リッカシェクル �5鹿 57 中舘 英二立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 404－ 22：46．4大差 152．7�
612� インキュベーター 牡4鹿 57 中井 裕二吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 B480－222：47．35 122．2�
59 エリンジューム 牝4黒鹿55 吉田 隼人有限会社シルク高木 登 新ひだか 神垣 道弘 470－ 22：47．83 20．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，536，500円 複勝： 35，996，800円 枠連： 14，357，900円
馬連： 45，180，400円 馬単： 27，107，600円 ワイド： 21，964，600円
3連複： 64，482，000円 3連単： 104，607，800円 計： 332，233，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 200円 � 180円 枠 連（1－2） 910円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 450円 �� 460円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 7，280円

票 数

単勝票数 計 185365 的中 � 37472（1番人気）
複勝票数 計 359968 的中 � 63685（1番人気）� 44003（4番人気）� 52706（3番人気）
枠連票数 計 143579 的中 （1－2） 11727（2番人気）
馬連票数 計 451804 的中 �� 30359（1番人気）
馬単票数 計 271076 的中 �� 9939（1番人気）
ワイド票数 計 219646 的中 �� 12380（1番人気）�� 11957（3番人気）�� 9007（4番人気）
3連複票数 計 644820 的中 ��� 25123（1番人気）
3連単票数 計1046078 的中 ��� 10617（1番人気）

ハロンタイム 12．8―10．6―11．4―12．0―12．7―12．5―13．1―13．1―13．1―12．5―12．4―12．0―12．8

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�
12．8―23．4―34．8―46．8―59．5―1：12．0―1：25．1―1：38．2―1：51．3―2：03．8―2：16．2―2：28．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルミナスレッド �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2012．1．5 中山9着

2009．3．19生 牝5鹿 母 マンジュデンレッド 母母 マンジユデンレデイ 29戦3勝 賞金 42，764，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッカシェクル号・インキュベーター号・エリンジューム号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成26年5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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 テンカイチ号



11035 4月19日 晴 良 （26福島1）第3日 第11競走 ��1，700�ラ ジ オ 福 島 賞
発走15時20分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，25．4．13以降26．4．13まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

ラジオ福島賞（1着）
賞 品

本 賞 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000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

47 スズカヴィグラス 牡5鹿 56 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B496－ 41：45．5 9．3�
46 ソルモンターレ 牡8鹿 55 荻野 琢真�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B462－ 41：46．13� 20．4�
814 サ ナ シ オ ン 牡5鹿 55 松田 大作 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 クビ 4．4�
815 アドマイヤイバマ 牡4芦 54 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476－ 21：46．2� 9．6�
58 ケツァルコアトル 牡4青鹿54 柴山 雄一�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 518－101：46．3クビ 21．4�
712� エイトプリンス 牡6栗 55 杉原 誠人河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 434－ 61：46．61� 31．1	
611 ラローザブル 牡4栗 56 藤岡 康太髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B508－ 2 〃 クビ 4．9

59 � メイショウオトコギ �5栗 54 田中 博康松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 470－ 41：46．81	 72．3�
713 アルスマルカート 牡6栗 54 中谷 雄太池田 正孝氏 矢作 芳人 新ひだか 矢野牧場 B464－ 21：46．9� 16．4�
610 シンコームーン 牝5栗 52 古川 吉洋豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 458＋101：47．21� 23．8
34 タイセイワイルド 牡7鹿 55 大野 拓弥田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 478－ 61：47．41� 43．6�
35 スマートレパード 牡4栃栗56 中井 裕二大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 飛野牧場 498＋101：47．61� 4．6�
11 � トーセンブリッツ 牡6青 55 川須 栄彦島川 �哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B468－ 61：47．81	 17．8�
22 � アスターピース 牡5栗 55 菱田 裕二加藤 久枝氏 武田 博 様似 猿倉牧場 488＋ 81：48．43� 14．4�
23 エスケイティアラ 牝5鹿 50 城戸 義政長谷川光司氏 加藤 敬二 浦河 ヒダカフアーム 438－141：48．5� 153．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，008，100円 複勝： 45，742，500円 枠連： 28，043，100円
馬連： 114，038，700円 馬単： 59，901，600円 ワイド： 45，013，900円
3連複： 159，429，200円 3連単： 262，861，500円 計： 743，038，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 300円 � 390円 � 170円 枠 連（4－4） 8，760円

馬 連 �� 8，730円 馬 単 �� 15，780円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 1，060円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 12，580円 3 連 単 ��� 98，930円

票 数

単勝票数 計 280081 的中 � 23839（4番人気）
複勝票数 計 457425 的中 � 37827（4番人気）� 26244（6番人気）� 89877（1番人気）
枠連票数 計 280431 的中 （4－4） 2365（30番人気）
馬連票数 計1140387 的中 �� 9644（33番人気）
馬単票数 計 599016 的中 �� 2803（63番人気）
ワイド票数 計 450139 的中 �� 5444（31番人気）�� 10719（8番人気）�� 8133（15番人気）
3連複票数 計1594292 的中 ��� 9353（34番人気）
3連単票数 計2628615 的中 ��� 1961（323番人気）

ハロンタイム 7．1―11．6―11．9―12．4―12．4―12．2―12．3―13．0―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．7―30．6―43．0―55．4―1：07．6―1：19．9―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカヴィグラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2011．10．30 新潟13着

2009．4．6生 牡5鹿 母 リバティーベル 母母 ク ラ リ ッ サ 25戦4勝 賞金 57，580，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）14頭 アルセーヌシチー号・オーシャンパワー号・オーシュペール号・サンライズネオ号・スイングエンジン号・

ツクババンドーオー号・トリニティチャーチ号・ハッピーマリーン号・ブルーバレット号・マキノクィーン号・
マジカルポケット号・メイショウドゥーマ号・ライブリシーラ号・ワンダーロード号

11036 4月19日 晴 良 （26福島1）第3日 第12競走 ��1，200�
い お う じ

医 王 寺 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
1：07．0
1：06．5

良
良

612 ブライトチェリー 牝4芦 55 勝浦 正樹 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 462± 01：10．0 2．8�
36 カシノワルツ 牝4黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B432－ 2 〃 クビ 51．6�
816 ハッピーアビラ 牝5鹿 55 中舘 英二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464＋ 81：10．1� 3．9�
714 ユキノラムセス 牡7栗 57 木幡 初広井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 472－121：10．31� 7．3�
510 エフティチャーミー 牝4鹿 55 村田 一誠吉野 英子氏 金成 貴史 平取 北島牧場 434－141：10．4クビ 105．1�
815� エーデルシュタイン 牝5黒鹿55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 加藤 和宏 豊浦 飯原牧場 486＋ 4 〃 アタマ 33．1�
23 シ ュ ウ ギ ン 牝4鹿 55 黛 弘人山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 436＋ 21：10．5	 10．1	
12 アカノジュウロク 牝4鹿 55 宮崎 北斗根本 忠義氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 440－121：10．6クビ 33．5

11 � ドントタッチミー 牡4鹿 57 川須 栄彦山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 440－121：10．7� 15．2�
24 シュリメジャー 
4黒鹿57 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新冠 若林牧場 450－24 〃 ハナ 17．0�
35 マイネエビータ 牝4鹿 55 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 コスモヴューファーム 418－ 8 〃 ハナ 96．6�
48 ディアプリンセス 牝4黒鹿55 吉田 隼人ディアレスト 奥村 武 日高 松平牧場 464＋ 4 〃 アタマ 13．4�
713 フローズンムーン 牝4鹿 55 川島 信二 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 61：10．8	 70．9�
611� サンマルビューティ 牝4黒鹿55 柴山 雄一相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 428＋ 8 〃 クビ 221．1�
59 � サウンドマンデュロ 牡5青鹿57 菱田 裕二増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford

Stud Ltd 468＋ 41：10．9クビ 10．9�
（15頭）

47 ピエナアプローズ 牝5黒鹿55 松田 大作本谷 兼三氏 須貝 尚介 浦河 まるとみ冨岡牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，003，900円 複勝： 38，758，600円 枠連： 19，915，800円
馬連： 60，112，400円 馬単： 34，794，400円 ワイド： 28，313，900円
3連複： 80，309，000円 3連単： 141，376，200円 計： 426，584，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 660円 � 160円 枠 連（3－6） 3，950円

馬 連 �� 6，630円 馬 単 �� 9，810円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 260円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 7，650円 3 連 単 ��� 49，100円

票 数

単勝票数 差引計 230039（返還計 181） 的中 � 66029（1番人気）
複勝票数 差引計 387586（返還計 273） 的中 � 110738（1番人気）� 9539（11番人気）� 68140（2番人気）
枠連票数 差引計 199158（返還計 9 ） 的中 （3－6） 3727（17番人気）
馬連票数 差引計 601124（返還計 1541） 的中 �� 6696（25番人気）
馬単票数 差引計 347944（返還計 859） 的中 �� 2618（34番人気）
ワイド票数 差引計 283139（返還計 489） 的中 �� 3728（23番人気）�� 32698（1番人気）�� 2222（35番人気）
3連複票数 差引計 803090（返還計 3263） 的中 ��� 7755（23番人気）
3連単票数 差引計1413762（返還計 6586） 的中 ��� 2125（141番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．8―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―46．0―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライトチェリー �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．2．10 東京5着

2010．3．20生 牝4芦 母 エーピーモモ 母母 サ ヤ カ 15戦2勝 賞金 34，658，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔出走取消〕 ピエナアプローズ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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） 2頭 デンコウスカイ号・マジカルビアンカ号



（26福島1）第3日 4月19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 185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

153，460，000円
8，340，000円
1，960，000円
13，630，000円
65，228，250円
4，810，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
205，086，200円
367，987，100円
143，342，900円
444，301，400円
280，668，200円
224，858，100円
619，029，700円
1，015，903，700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 3，301，177，300円

総入場人員 8，326名 （有料入場人員 6，576名）
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