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11061 4月26日 晴 良 （27福島1）第6日 第1競走 1，150�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

12 プリンセスロック 牝3鹿 54
53 ☆松若 風馬吉田 和美氏 大和田 成 浦河 浦河育成牧場 454－ 41：09．9 7．0�

714 プリュクベル 牝3鹿 54 吉田 隼人加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480＋ 4 〃 クビ 3．6�

816 ミヤビヴィグラス 牝3栗 54 西田雄一郎村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 高橋 修 458－101：10．11� 23．3�
47 ボストンヴィーナス 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也ボストンホース� 柄崎 孝 安平 吉田牧場 460－ 61：11．05 4．3�
23 ユキノマイクイーン 牝3芦 54

51 ▲加藤 祥太福田 光博氏 加藤 和宏 様似 髙村 伸一 430± 01：11．1� 76．1�
612 マダムヤッコ 牝3鹿 54 丸田 恭介森 保彦氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 436－ 4 〃 クビ 23．5	
510 ルーシーイズマイン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎小林 照弘氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 462－ 21：11．2� 45．2

815 ドリームメモリー 牝3鹿 54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 440－14 〃 クビ 13．9�
59 ハギノナトゥーラ 牝3鹿 54 勝浦 正樹日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－121：11．3� 6．9�
24 カゼノカオリ 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 482＋ 21：11．4クビ 4．5
36 クリノショシャリン 牝3鹿 54 田中 健栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 荻伏三好フ

アーム 478 ―1：11．61� 71．2�
48 エタナルトウショウ 牝3鹿 54 岩部 純二トウショウ産業� 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 424－ 21：11．92 189．5�
713 ケラマブルー 牝3青鹿54 杉原 誠人橋本 忠雄氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 428－101：12．0クビ 100．9�
11 ヒカリポントワーズ 牝3芦 54 藤懸 貴志�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 前川 義則 410 ―1：12．85 125．7�
35 ゴールデンサークル 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹岡田 隆寛氏 的場 均 登別 ユートピア牧場 458 ― 〃 クビ 123．2�
611 リ ナ シ ー タ 牝3鹿 54 宮崎 北斗�髙昭牧場 伊藤 伸一 浦河 野村 正 404－141：13．01� 237．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，948，900円 複勝： 24，696，300円 枠連： 9，113，700円
馬連： 34，038，300円 馬単： 19，655，400円 ワイド： 19，499，400円
3連複： 49，004，700円 3連単： 63，924，700円 計： 234，881，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 230円 � 160円 � 550円 枠 連（1－7） 1，400円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 590円 �� 2，060円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 10，430円 3 連 単 ��� 43，760円

票 数

単勝票数 計 149489 的中 � 16853（5番人気）
複勝票数 計 246963 的中 � 28091（5番人気）� 50256（1番人気）� 9009（7番人気）
枠連票数 計 91137 的中 （1－7） 5023（8番人気）
馬連票数 計 340383 的中 �� 16463（8番人気）
馬単票数 計 196554 的中 �� 4456（17番人気）
ワイド票数 計 194994 的中 �� 9010（6番人気）�� 2344（22番人気）�� 2963（17番人気）
3連複票数 計 490047 的中 ��� 3523（32番人気）
3連単票数 計 639247 的中 ��� 1059（136番人気）

ハロンタイム 9．6―10．8―11．4―12．3―12．7―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．4―31．8―44．1―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリンセスロック �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2014．11．15 福島5着

2012．4．30生 牝3鹿 母 ノーストバード 母母 アジャストビート 3戦1勝 賞金 5，700，000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 アグネスエピソード号・サンマルメジャール号

11062 4月26日 晴 良 （27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）

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 クラウンテイラー 牡3鹿 56 伊藤 工真�クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 458－ 41：10．3 10．2�
611 マイネルカルド 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 458＋12 〃 クビ 8．7�
714 ミスチフウイッチ 牝3黒鹿54 西田雄一郎 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 440－ 2 〃 アタマ 22．9�
12 ヴァンドデセール 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 梅田牧場 422－ 21：10．51� 105．2�
11 ヘ ッ ト ロ ー 牡3青鹿 56

55 ☆松若 風馬�谷川牧場 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 490－ 41：10．6クビ 3．0	
59 ステラレガーロ 牝3黒鹿54 吉田 隼人村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 434－ 4 〃 アタマ 17．0

35 ノーブルマーキュリ 牝3栗 54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 長浜 忠 414－ 61：10．7クビ 44．5�
23 トウケイウルフ 牡3栗 56 国分 恭介木村 信彦氏 清水 久詞 日高 中川 欽一 430＋ 4 〃 クビ 6．3�
48 ネ コ レ ー ヌ 牝3青鹿54 中谷 雄太桐谷 茂氏 和田 雄二 日高 法理牧場 426＋ 61：11．01� 129．8
36 ネ ミ ッ サ 牝3青鹿54 津村 明秀岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 400－ 61：11．1クビ 2．9�
612 サンブラジリア 牡3栗 56 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 日高 有限会社

ケイズ 450－121：11．2� 184．7�
510 アウトリーチ 牡3黒鹿56 大庭 和弥石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 オリエント牧場 438－221：11．3� 57．2�
816 タカラレジェンド 牡3鹿 56 小野寺祐太村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 496＋ 61：11．4クビ 328．4�
815 テイエムライオン 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 テイエム牧場日高支場 420＋121：11．93 236．4�
24 メイショウタケツル 牡3鹿 56 丸山 元気松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 542＋ 81：12．11� 31．5�
713 チャンドラプラバー 牝3鹿 54 長岡 禎仁 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 428－121：12．2クビ 76．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，204，700円 複勝： 25，647，100円 枠連： 8，758，600円
馬連： 32，584，400円 馬単： 20，656，400円 ワイド： 19，700，000円
3連複： 47，745，600円 3連単： 68，225，100円 計： 240，521，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 300円 � 310円 � 370円 枠 連（4－6） 3，680円

馬 連 �� 3，460円 馬 単 �� 7，380円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 2，130円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 17，580円 3 連 単 ��� 92，450円

票 数

単勝票数 計 172047 的中 � 13383（5番人気）
複勝票数 計 256471 的中 � 22676（4番人気）� 21789（5番人気）� 17568（6番人気）
枠連票数 計 87586 的中 （4－6） 1842（15番人気）
馬連票数 計 325844 的中 �� 7285（14番人気）
馬単票数 計 206564 的中 �� 2099（27番人気）
ワイド票数 計 197000 的中 �� 4692（12番人気）�� 2356（22番人気）�� 2119（23番人気）
3連複票数 計 477456 的中 ��� 2036（52番人気）
3連単票数 計 682251 的中 ��� 535（268番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．4―11．9―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．6―46．5―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンテイラー �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2014．12．6 中山4着

2012．5．12生 牡3鹿 母 ポピーリース 母母 ポ ピ ー デ イ 4戦1勝 賞金 6，100，000円
※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） 3頭 アンダリューサイト号・ドーテ号・ラブノキセキ号

第１回 福島競馬 第６日



11063 4月26日 晴 良 （27福島1）第6日 第3競走 1，700�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （ダート・右）

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

815 テイケイネクサス 牡3鹿 56 黛 弘人兼松 忠男氏 蛯名 利弘 浦河 中脇 満 444＋ 21：48．3 11．5�
712 ディーエスレイザー 牡3青鹿56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 B488＋ 21：48．51� 6．1�
46 サ ク ラ モ チ 牡3鹿 56 丸田 恭介田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 真歌田中牧場 458－ 21：49．24 3．1�
814 ナンヨーアイリッド 牡3栗 56 丸山 元気中村 德也氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 480＋ 81：49．41� 8．1�
59 マルイチウラノス 牡3栗 56 国分 恭介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 長谷川牧場 492－ 41：49．72 70．4�
47 ホットチューン 牡3黒鹿 56

53 ▲加藤 祥太 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 524 ―1：49．8� 24．7	
611 スティールブルグ 牡3鹿 56 西田雄一郎井上 啓子氏 浅野洋一郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 500＋ 21：50．01� 89．9

58 パ ピ プ ペ ポ 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 434－ 8 〃 アタマ 9．4�
713 グロビュール 牡3栗 56 小坂 忠士高山 直樹氏 奥村 豊 日高 日西牧場 460－101：51．49 192．6�
22 ストレーニア 牝3鹿 54 中谷 雄太ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 41：51．5� 108．6�
35 キャプテンバローズ 牡3黒鹿56 吉田 隼人猪熊 広次氏 尾形 和幸 平取 稲原牧場 468－ 61：51．81� 3．3�
23 セ レ ー ノ 牡3黒鹿56 田中 博康齊藤 直信氏 谷 潔 様似 スイートフアーム 502－ 61：51．9クビ 95．6�
11 ヒルプリンセス 牝3黒鹿54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド 486＋ 21：52．32� 18．6�
34 ゴールドバーン 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎井上 久光氏 柴田 政人 浦河 冨岡牧場 B466＋ 61：53．47 272．7�
610 ディアレストハリテ 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 笹地牧場 B438＋ 21：55．4大差 152．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，274，500円 複勝： 25，084，000円 枠連： 9，518，900円
馬連： 31，295，400円 馬単： 19，835，800円 ワイド： 19，542，800円
3連複： 43，084，700円 3連単： 65，222，800円 計： 231，858，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 220円 � 170円 � 140円 枠 連（7－8） 1，460円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 760円 �� 590円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 19，860円

票 数

単勝票数 計 182745 的中 � 12615（6番人気）
複勝票数 計 250840 的中 � 24073（4番人気）� 38440（3番人気）� 53973（2番人気）
枠連票数 計 95189 的中 （7－8） 5022（8番人気）
馬連票数 計 312954 的中 �� 8698（12番人気）
馬単票数 計 198358 的中 �� 2453（26番人気）
ワイド票数 計 195428 的中 �� 6230（10番人気）�� 8342（6番人気）�� 14128（2番人気）
3連複票数 計 430847 的中 ��� 14725（5番人気）
3連単票数 計 652228 的中 ��� 2380（58番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．5―42．2―55．5―1：08．5―1：21．6―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイケイネクサス �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．8．24 札幌10着

2012．4．8生 牡3鹿 母 ヒダカナデシコ 母母 アムルタート 11戦1勝 賞金 12，250，000円
〔制裁〕 ホットチューン号の騎手加藤祥太は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドバーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月26日まで平地競

走に出走できない。
ディアレストハリテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月26日まで平地
競走に出走できない。

11064 4月26日 晴 良 （27福島1）第6日 第4競走 ��2，770�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード2：59．3良

11 メイショウアラワシ 牡4栗 59 植野 貴也松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 460＋ 63：02．2 2．7�
57 ブ ッ ト バ セ 牡5栗 60 田村 太雅一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 カナイシスタッド 508＋ 4 〃 クビ 53．2�
813 コスモカンタービレ 牡8黒鹿60 草野 太郎 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 502＋ 23：02．3� 10．7�
45 トミケンパシエンテ �4栗 59 金子 光希冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 480－ 63：02．51 75．8�
711 トキノアイチヨ 牝5鹿 58 森 一馬田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 504＋ 63：03．13� 143．3�
814 スズカルーセント 牡7鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 504－223：03．2� 13．9	
712 アドマイヤバートン 牡7栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 492＋ 2 〃 ハナ 5．2

33 ホ ト ト ヤ エ 牝4黒鹿57 山本 康志井上 一郎氏 浅野洋一郎 新冠 パカパカ

ファーム 484＋ 23：03．3� 19．9�
58 サ チ ゴ ロ ウ 牡5栗 60 佐久間寛志小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 494＋ 2 〃 クビ 24．4�
46 � オ マ モ リ 牡6黒鹿60 浜野谷憲尚小田切有一氏 本間 忍 浦河 吉田 又治 468＋ 2 〃 ハナ 45．5
34 トーセンセカイオー 牡6鹿 60 小野寺祐太島川 �哉氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 494－ 63：03．51	 7．4�
69 キーアイテム 牡4鹿 59 石神 深一北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 464＋ 23：05．5大差 8．4�
22 
 メンカウラー 牡4黒鹿59 中村 将之前田 幸治氏 小崎 憲 米

Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

486＋ 43：06．56 33．4�
610 サトノヒーロー 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 528＋ 83：07．77 9．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，741，200円 複勝： 17，342，300円 枠連： 10，965，900円
馬連： 24，747，000円 馬単： 16，432，800円 ワイド： 14，900，000円
3連複： 39，340，500円 3連単： 58，233，300円 計： 195，703，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 900円 � 210円 枠 連（1－5） 2，310円

馬 連 �� 5，780円 馬 単 �� 7，730円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 540円 �� 5，080円

3 連 複 ��� 13，220円 3 連 単 ��� 77，320円

票 数

単勝票数 計 137412 的中 � 39497（1番人気）
複勝票数 計 173423 的中 � 42508（1番人気）� 3431（12番人気）� 21689（3番人気）
枠連票数 計 109659 的中 （1－5） 3670（11番人気）
馬連票数 計 247470 的中 �� 3313（20番人気）
馬単票数 計 164328 的中 �� 1593（32番人気）
ワイド票数 計 149000 的中 �� 1748（25番人気）�� 7637（4番人気）�� 717（57番人気）
3連複票数 計 393405 的中 ��� 2231（46番人気）
3連単票数 計 582333 的中 ��� 546（246番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 51．1－3F 37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウアラワシ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 クリエイター デビュー 2013．12．23 阪神7着

2011．3．6生 牡4栗 母 メイショウアゲハ 母母 メイショウソヨカゼ 障害：10戦1勝 賞金 18，700，000円
〔騎手変更〕 トキノアイチヨ号の騎手江田勇亮は，第5日第5競走での落馬負傷のため森一馬に変更。
〔制裁〕 オマモリ号の騎手浜野谷憲尚は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オベレック号



11065 4月26日 晴 良 （27福島1）第6日 第5競走 ��2，600�サラブレッド系3歳
発走12時10分 （芝・右）

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

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

612 マスタープラマー 牡3栗 56
53 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 22：40．7 36．5�

23 ララエクラテール 牡3鹿 56 田中 博康フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 430－ 82：41．23 3．3�
815 マーブルバトル 牡3黒鹿56 荻野 琢真下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 488－ 22：41．3� 5．6�
24 リッチゴールド 牡3栗 56 杉原 誠人大塚 亮一氏 高橋 義忠 新ひだか 岡田スタツド B472－ 62：41．4� 11．2�
714 マイネルリコルド 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム 496－ 22：41．61� 3．3�
35 ショウナンカブト 牡3栗 56 丸田 恭介国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 静内フアーム 464＋ 42：41．7� 21．9	
47 スプリングストーム 牡3鹿 56 吉田 隼人加藤 春夫氏 武井 亮 様似 堀 弘康 450－ 22：41．8� 39．1

816 スクリーンショット 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 428－ 2 〃 ハナ 29．3�
36 デルマワカダンナ 牡3鹿 56 伊藤 工真浅沼 廣幸氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 476＋ 2 〃 クビ 19．4
611 ショウナンランボ 牡3青鹿 56

55 ☆松若 風馬�湘南 高野 友和 日高 森永牧場 464－ 42：42．22� 32．9�
510 トミケンルーシッド 牡3栗 56 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 松永 康利 新ひだか 佐藤 陽一 456－ 22：42．41� 10．3�
713 ショウナンワグナー 牡3鹿 56 丸山 元気国本 哲秀氏 松山 将樹 日高 坂 牧場 464－ 82：42．93 44．2�
59 フレンドリーアロー 牡3黒鹿56 津村 明秀増山 武志氏 武市 康男 新冠 飛渡牧場 442＋ 42：43．11� 49．3�
48 ティーエスベスト 牡3鹿 56 国分 恭介田畑 利彦氏 岩元 市三 日高 Shall Farm 434＋102：43．2クビ 83．5�
12 スーパーコロンブス 牡3黒鹿56 西田雄一郎千明牧場 武藤 善則 浦河 日の出牧場 478－102：43．83� 82．4�
11 ノーススウェル 牝3黒鹿54 的場 勇人 �ダイヤモンドファーム 浅野洋一郎 浦河 北俣牧場 388－ 42：44．01� 125．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，186，600円 複勝： 21，596，300円 枠連： 11，972，900円
馬連： 33，049，600円 馬単： 19，128，000円 ワイド： 21，222，100円
3連複： 46，514，000円 3連単： 59，815，000円 計： 230，484，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，650円 複 勝 � 450円 � 150円 � 160円 枠 連（2－6） 2，160円

馬 連 �� 5，000円 馬 単 �� 11，630円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 2，320円 �� 450円

3 連 複 ��� 9，510円 3 連 単 ��� 81，510円

票 数

単勝票数 計 171866 的中 � 3765（10番人気）
複勝票数 計 215963 的中 � 8841（8番人気）� 44338（1番人気）� 38208（2番人気）
枠連票数 計 119729 的中 （2－6） 4282（8番人気）
馬連票数 計 330496 的中 �� 5117（16番人気）
馬単票数 計 191280 的中 �� 1233（40番人気）
ワイド票数 計 212221 的中 �� 3032（18番人気）�� 2230（29番人気）�� 13325（2番人気）
3連複票数 計 465140 的中 ��� 3665（27番人気）
3連単票数 計 598150 的中 ��� 532（232番人気）

ハロンタイム 13．1―11．0―11．4―13．1―12．6―12．5―12．9―13．5―12．9―11．9―11．7―11．8―12．3

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―24．1―35．5―48．6―1：01．2―1：13．7―1：26．6―1：40．1―1：53．0―2：04．9―2：16．6―2：28．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マスタープラマー �
�
父 コンデュイット �

�
母父 Cozzene デビュー 2014．11．15 東京10着

2012．5．12生 牡3栗 母 スマーティコジーン 母母 Lavish Gift 6戦1勝 賞金 5，000，000円

11066 4月26日 晴 良 （27福島1）第6日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時40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

11 イワヌガハナ �3黒鹿 56
55 ☆松若 風馬國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 462－ 41：09．3 6．8�

23 クリノスイートピー 牝3黒鹿54 杉原 誠人栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 416－161：09．51� 41．5�
815 ハッピーノリチャン 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 442± 01：09．71� 3．3�
36 ベツァオバーン 牝3黒鹿54 黛 弘人 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 394＋101：09．8� 6．8�
611 タケショウビクター 牡3黒鹿56 津村 明秀�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 482－ 8 〃 クビ 10．6�
47 ベーリングメファ 牝3栗 54 丸山 元気手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 436＋ 41：09．9� 3．2	
35 ホーリーエンジェル 牝3黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太天堀 忠博氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム 430＋121：10．11� 14．0

612 タカラフェニックス 牝3黒鹿54 丸田 恭介村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 418－121：10．31� 81．0�
713 スプリングムサシ 牡3鹿 56 伊藤 工真加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 B426－ 61：10．51� 96．3�
510 テイエムヤンチャボ 牝3芦 54 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 414± 0 〃 クビ 14．7
59 クロンヌドスリジェ 牝3青鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 石川 新一 440 ―1：10．6� 147．9�
24 ツクバレガーロ 牡3栗 56 西田雄一郎細谷 武史氏 蛯名 利弘 日高 坂田牧場 B466－101：11．23� 32．4�
12 � ウプルヴァン �3鹿 56 吉田 隼人前田 幸治氏 萩原 清 米 Summer

Wind Farm B508 ―1：11．3	 52．2�
816 サマーグレース 牝3栗 54 大庭 和弥セゾンレースホース� 池上 昌弘 新冠 松本 信行 466 ―1：11．51� 127．0�
48 � セイウンシャイニー 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Pratap Racecite-
ment Pot Ltd 454－ 61：12．24 199．3�

714 メイショウユメオイ 牝3栗 54 田中 博康松本 好雄氏 藤沢 則雄 様似 中脇 一幸 456 ―1：15．2大差 138．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，285，700円 複勝： 24，150，200円 枠連： 9，640，400円
馬連： 30，418，500円 馬単： 17，447，700円 ワイド： 18，120，200円
3連複： 40，000，800円 3連単： 59，371，900円 計： 218，435，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 220円 � 940円 � 180円 枠 連（1－2） 2，790円

馬 連 �� 9，990円 馬 単 �� 14，830円

ワ イ ド �� 2，940円 �� 650円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 12，570円 3 連 単 ��� 86，600円

票 数

単勝票数 計 192857 的中 � 22650（3番人気）
複勝票数 計 241502 的中 � 31225（4番人気）� 5089（9番人気）� 40780（2番人気）
枠連票数 計 96404 的中 （1－2） 2669（14番人気）
馬連票数 計 304185 的中 �� 2358（29番人気）
馬単票数 計 174477 的中 �� 882（48番人気）
ワイド票数 計 181202 的中 �� 1534（29番人気）�� 7568（4番人気）�� 1794（27番人気）
3連複票数 計 400008 的中 ��� 2385（39番人気）
3連単票数 計 593719 的中 ��� 497（265番人気）

ハロンタイム 12．4―10．4―11．2―11．8―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．8―34．0―45．8―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イワヌガハナ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．11．2 東京5着

2012．4．25生 �3黒鹿 母 マッチオブジュエル 母母 マッチザピース 7戦1勝 賞金 8，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウユメオイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エイシンパライソ号・キャロライン号・リベルテラミューズ号



11067 4月26日 晴 良 （27福島1）第6日 第7競走 2，400�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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
2：30．2
2：28．6

重
不良

68 ニホンピロバロン 牡5栗 57
54 ▲加藤 祥太小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 484－ 22：36．8 4．5�

56 チュウワストライク 牡6鹿 57 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 508－12 〃 ハナ 4．8�
710 セプテントリオ �5黒鹿57 勝浦 正樹 �社台レースホース中舘 英二 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－12 〃 ハナ 7．5�
67 オ ル ド リ ン 牡4黒鹿57 津村 明秀 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B458＋ 22：36．9� 3．8�
79 � デルマコテツ 牡4栗 57 藤懸 貴志浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 434－10 〃 クビ 28．6�
33 カフジスター 牡4青鹿57 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 468－ 42：37．32� 13．3	
812 アイアムライジング 牡5黒鹿57 丸田 恭介堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B516－ 62：37．62 73．5

22 � ピンクシャドウ 牝4栗 55 西田雄一郎 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 494＋ 62：37．7� 10．1�
55 � ジュールドトネール 牡5青鹿57 丸山 元気吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 502－ 22：37．91 29．8
44 � ジャックポット 牡4鹿 57 長岡 禎仁�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 476－ 22：38．0� 11．2�
11 � ウインマルゲリータ 牝5黒鹿55 丹内 祐次�ウイン 日吉 正和 浦河 岡本 昌市 426± 02：38．31� 51．9�
811� キングラナキラ 牡4鹿 57

56 ☆松若 風馬桑畑 �信氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム B516± 02：39．89 14．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 16，983，600円 複勝： 20，908，800円 枠連： 9，663，300円
馬連： 30，447，100円 馬単： 17，987，100円 ワイド： 17，796，500円
3連複： 41，161，900円 3連単： 65，542，700円 計： 220，491，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 170円 � 210円 枠 連（5－6） 460円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 520円 �� 800円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 15，410円

票 数

単勝票数 計 169836 的中 � 29936（2番人気）
複勝票数 計 209088 的中 � 27011（3番人気）� 35296（2番人気）� 24402（4番人気）
枠連票数 計 96633 的中 （5－6） 16161（1番人気）
馬連票数 計 304471 的中 �� 19194（3番人気）
馬単票数 計 179871 的中 �� 5460（6番人気）
ワイド票数 計 177965 的中 �� 9143（3番人気）�� 5569（9番人気）�� 5769（7番人気）
3連複票数 計 411619 的中 ��� 10022（5番人気）
3連単票数 計 655427 的中 ��� 3083（14番人気）

ハロンタイム 13．2―11．7―12．8―13．2―13．9―13．4―13．5―13．2―12．6―12．6―13．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―24．9―37．7―50．9―1：04．8―1：18．2―1：31．7―1：44．9―1：57．5―2：10．1―2：23．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロバロン �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2012．12．8 阪神2着

2010．3．30生 牡5栗 母 ニホンピロアニカ 母母 ニホンピロプレイズ 33戦3勝 賞金 43，709，000円
〔制裁〕 オルドリン号の騎手津村明秀は，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。

11068 4月26日 晴 良 （27福島1）第6日 第8競走 1，150�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （ダート・右）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

12 プロファウンド 牡4鹿 57
54 ▲井上 敏樹 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B514＋321：08．5 7．6�
36 � ビービーボイジャー 牡5栗 57 嶋田 純次�坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 498＋ 2 〃 クビ 3．7�
24 ロードメビウス 牡4鹿 57

54 ▲�島 克駿 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 490＋ 2 〃 ハナ 5．8�
713� ビコーミハイル 牡6鹿 57

54 ▲加藤 祥太�レジェンド 柴田 光陽 新ひだか 山口 修二 478－ 21：09．03 3．5�
612� クリノロッキー 牡5栗 57 長岡 禎仁栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 ヤナガワ牧場 508－ 21：09．1クビ 132．8	
59 ユキノマルガリータ 牝5鹿 55 杉原 誠人井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 2 〃 ハナ 112．9

611� チュウワワンダー 牡5鹿 57 小野寺祐太中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 472－ 61：09．31� 24．8�
714 デンコウウノ 牡4鹿 57 中井 裕二田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 486± 01：09．72� 26．0�
510 バルトロメオ 牡5鹿 57 藤懸 貴志 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム B476－101：09．8クビ 64．2
23 ア ヴ ァ ー ル 牝4栗 55

52 ▲木幡 初也前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン
ズファーム 438－12 〃 クビ 26．1�

48 � シャッツクヴェレ 牡4青鹿 57
56 ☆松若 風馬青山 洋一氏 村山 明 千歳 社台ファーム B476－ 61：10．22� 8．2�

11 � ブロンズテーラー 牝4青鹿 55
52 ▲三津谷隼人中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 424－141：10．3� 54．5�

815 シングルカスク 牝4黒鹿55 平野 優 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 418＋ 41：10．51� 30．3�
816 アスキットキング 牡5鹿 57

54 ▲野中悠太郎中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 B434± 0 〃 アタマ 80．3�
47 � リネンハピネス 牝4栗 55 花田 大昂戸山 光男氏 南田美知雄 登別 ユートピア牧場 434＋ 21：10．92� 84．3�
35 � ワイエムテイラー 牝4鹿 55 西村 太一�サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 川端 英幸 492＋101：12．6大差 18．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，182，400円 複勝： 25，883，600円 枠連： 11，942，600円
馬連： 39，173，600円 馬単： 21，516，300円 ワイド： 21，910，900円
3連複： 55，184，800円 3連単： 78，179，300円 計： 273，973，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 240円 � 140円 � 160円 枠 連（1－3） 1，210円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 910円 �� 730円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 18，890円

票 数

単勝票数 計 201824 的中 � 20971（4番人気）
複勝票数 計 258836 的中 � 22841（4番人気）� 53273（1番人気）� 43394（3番人気）
枠連票数 計 119426 的中 （1－3） 7609（4番人気）
馬連票数 計 391736 的中 �� 16155（6番人気）
馬単票数 計 215163 的中 �� 4475（11番人気）
ワイド票数 計 219109 的中 �� 5839（9番人気）�� 7479（7番人気）�� 16857（2番人気）
3連複票数 計 551848 的中 ��� 14412（5番人気）
3連単票数 計 781793 的中 ��� 3000（41番人気）

ハロンタイム 9．4―10．6―11．1―11．6―12．3―13．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．0―31．1―42．7―55．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロファウンド �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Danzig デビュー 2013．11．17 福島13着

2011．3．10生 牡4鹿 母 コンペリングリーズン 母母 Compel 5戦2勝 賞金 12，300，000円
〔制裁〕 チュウワワンダー号の騎手小野寺祐太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔その他〕 ワイエムテイラー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ブラウンカイ号



11069 4月26日 晴 良 （27福島1）第6日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

711 アイアイエンデバー 牡6黒鹿57 西田雄一郎齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新冠 つつみ牧場 B464± 01：47．3 9．2�
22 カシノカーム 牡4芦 57 伊藤 工真柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B480－ 81：47．4� 10．5�
710� プ ラ ス ワ ン 牡4栗 57

54 ▲井上 敏樹西村新一郎氏 蛯名 利弘 青森 太田ファーム 460－ 41：47．5� 29．2�
56 ジェイケイニュース 牡4栗 57 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 470－ 2 〃 ハナ 12．5�
45 カノヤプレジデント 	5鹿 57 中村 将之神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 478－ 4 〃 クビ 9．5�
33 エスティレジェンド 牝4黒鹿55 嶋田 純次島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 436－ 61：48．03 3．4	
812 サンライズアルブル 牡4黒鹿 57

56 ☆松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 61：48．42� 2．3


68 クリノプリムラ 牝4栗 55 小坂 忠士栗本 博晴氏 奥村 豊 日高 日西牧場 436± 01：48．5� 108．2�
11 ナリタキャッツアイ 牡7鹿 57 丸山 元気�オースミ 松下 武士 日高 白井牧場 476－ 61：48．6クビ 31．2
44 � レッドローズキング 牡4栗 57 宮崎 北斗小野 博郷氏 土田 稔 新ひだか 稲葉牧場 454－ 61：49．77 174．8�
69 エフティマルス 	4鹿 57

54 ▲木幡 初也吉野 英子氏 金成 貴史 白老 習志野牧場 B494－ 61：49．8� 56．0�
57 ムテキザセカンド 牡5栗 57 勝浦 正樹谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 494－ 61：50．22� 22．2�
813 ミ ス ネ バ ー 牝6栗 55

52 ▲加藤 祥太澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 480± 01：50．83� 127．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 17，380，500円 複勝： 24，157，000円 枠連： 11，561，600円
馬連： 41，190，500円 馬単： 26，065，300円 ワイド： 22，894，900円
3連複： 52，024，100円 3連単： 93，604，000円 計： 288，877，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 300円 � 370円 � 490円 枠 連（2－7） 3，240円

馬 連 �� 5，120円 馬 単 �� 9，800円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 3，040円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 29，440円 3 連 単 ��� 187，980円

票 数

単勝票数 計 173805 的中 � 14990（3番人気）
複勝票数 計 241570 的中 � 22900（4番人気）� 17212（6番人気）� 12071（7番人気）
枠連票数 計 115616 的中 （2－7） 2764（14番人気）
馬連票数 計 411905 的中 �� 6228（19番人気）
馬単票数 計 260653 的中 �� 1993（35番人気）
ワイド票数 計 228949 的中 �� 3992（17番人気）�� 1924（33番人気）�� 2066（30番人気）
3連複票数 計 520241 的中 ��� 1325（75番人気）
3連単票数 計 936040 的中 ��� 361（427番人気）

ハロンタイム 7．0―11．5―11．7―12．5―12．8―12．7―12．7―13．1―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―30．2―42．7―55．5―1：08．2―1：20．9―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイアイエンデバー �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．1．21 中山4着

2009．5．22生 牡6黒鹿 母 アイアイプリンセス 母母 ユーワジョイナー 24戦2勝 賞金 31，250，000円
〔制裁〕 サンライズアルブル号の騎手松若風馬は，4コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・8番）

11070 4月26日 晴 良 （27福島1）第6日 第10競走 2，000�
こ お り

桑 折 特 別
発走14時50分 （芝・右）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，55�
賞 品

本 賞 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

35 キネオダンサー 牝4鹿 55 吉田 隼人吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ
ファーム 478± 01：59．9 1．9�

815 マイネボニータ 牝4栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 408＋ 22：00．0� 10．1�

46 スマートルピナス 牝5鹿 55 杉原 誠人大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 458－ 4 〃 ハナ 22．3�
34 � イメージガール 牝5黒鹿55 津村 明秀飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 472－ 4 〃 アタマ 12．5�
610 マサノマリリン 牝4黒鹿55 松若 風馬中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 460± 0 〃 クビ 24．8�
23 スヴァラッシー 牝4青鹿55 黛 弘人吉田 正志氏 松下 武士 安平 追分ファーム 442－ 2 〃 ハナ 80．9	
11 キズナエンドレス 牝4鹿 55 丸田 恭介関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 468＋ 22：00．21� 6．0

47 ガーリッシュハート 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 456－122：00．51� 16．8�
22 ナンヨーユナ 牝5芦 55 藤懸 貴志中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 460－ 6 〃 クビ 15．7
58 ディレットリーチェ 牝5栗 55 国分 恭介飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 498－102：00．6クビ 50．3�
713 ナイトブルーミング 牝5芦 55 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 456＋102：00．7� 8．4�
611 チョウアコガレ 牝4鹿 55 森 一馬丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 416－ 42：00．8� 169．1�
712 スイートクラウン 牝5栗 55 西村 太一谷田 元彦氏 竹内 正洋 新ひだか 福岡 清 476－122：00．9� 144．8�
59 ホワイトマニキュア 牝4芦 55 木幡 初也吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454－102：01．32� 59．9�
814 プラチナテーラー 牝5鹿 55 宮崎 北斗中西 浩一氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 458－102：01．4� 130．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，089，700円 複勝： 33，626，500円 枠連： 16，683，600円
馬連： 56，993，400円 馬単： 35，787，100円 ワイド： 32，306，200円
3連複： 79，271，300円 3連単： 134，455，400円 計： 415，213，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 210円 � 350円 枠 連（3－8） 790円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 420円 �� 620円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 11，890円

票 数

単勝票数 計 260897 的中 � 106662（1番人気）
複勝票数 計 336265 的中 � 120724（1番人気）� 32146（4番人気）� 16421（7番人気）
枠連票数 計 166836 的中 （3－8） 16293（4番人気）
馬連票数 計 569934 的中 �� 45955（3番人気）
馬単票数 計 357871 的中 �� 21067（3番人気）
ワイド票数 計 323062 的中 �� 21106（3番人気）�� 13387（5番人気）�� 3374（28番人気）
3連複票数 計 792713 的中 ��� 14147（16番人気）
3連単票数 計1344554 的中 ��� 8192（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．1―34．6―46．8―59．5―1：12．1―1：24．6―1：36．5―1：48．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キネオダンサー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Street Cry デビュー 2013．6．23 東京5着

2011．2．28生 牝4鹿 母 オールアイキャンセイイズワウ 母母 Crown of Jewels 19戦2勝 賞金 30，015，000円
〔制裁〕 スマートルピナス号の騎手杉原誠人は，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30，000円。（被害馬：13番・

14番）
イメージガール号の騎手津村明秀は，決勝線手前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

50，000円。（被害馬：15番・3番・1番）



11071 4月26日 晴 良 （27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 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000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
1：07．0
1：06．5

良
良

12 ローズミラクル 牡5青鹿57 吉田 隼人 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 534－ 61：08．3 3．9�
35 オトコギマサムネ 牡4鹿 57 中谷 雄太塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 480－ 21：08．4� 20．1�
59 オオタニジムチョウ 牡6黒鹿57 津村 明秀國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 458－121：08．61� 26．7�
11 ヒカリトリトン 牡7鹿 57 藤懸 貴志�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 492－14 〃 ハナ 87．2�
510 ブルジュオン 牝5黒鹿55 丸山 元気�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－ 4 〃 クビ 10．3	
48 � ワイルドジョイ 牡8鹿 57 長岡 禎仁竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム 462＋ 41：08．7� 73．9

611 ベルリネッタ 牡4鹿 57 丹内 祐次大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 458－101：08．8� 16．1�
612� グレンデール 牡4鹿 57 黛 弘人日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 中村 和夫 484± 01：08．9� 14．3�
713 ラインミーティア 牡5鹿 57 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 476－ 41：09．0クビ 3．9
23 ヤサカオディール 牝6黒鹿55 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 442－10 〃 アタマ 14．6�
24 サビーナクレスタ �4鹿 57 西田雄一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 484－ 21：09．21 6．6�
714� リバティーホール 牝6鹿 55 田中 博康吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B450－ 81：09．3� 140．8�
815 カシノワルツ 牝5黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B450＋ 2 〃 ハナ 34．0�
36 モーニングコール 牝5鹿 55 杉原 誠人飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 B436－ 4 〃 クビ 11．2�
816 チェリーペトルズ 牝5鹿 55 丸田 恭介 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 追分ファーム 478－121：09．72� 19．5�
47 スイートドーナッツ 牡5黒鹿57 松若 風馬岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 B464－ 61：09．91 91．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，172，300円 複勝： 54，649，100円 枠連： 41，689，500円
馬連： 161，142，300円 馬単： 75，731，000円 ワイド： 67，478，900円
3連複： 238，454，000円 3連単： 349，259，100円 計： 1，029，576，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 520円 � 600円 枠 連（1－3） 1，340円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 7，120円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 2，260円 �� 5，230円

3 連 複 ��� 32，250円 3 連 単 ��� 139，660円

票 数

単勝票数 計 411723 的中 � 83170（1番人気）
複勝票数 計 546491 的中 � 92371（2番人気）� 24424（10番人気）� 20943（11番人気）
枠連票数 計 416895 的中 （1－3） 24066（4番人気）
馬連票数 計1611423 的中 �� 29023（18番人気）
馬単票数 計 757310 的中 �� 7967（25番人気）
ワイド票数 計 674789 的中 �� 10801（17番人気）�� 7713（29番人気）�� 3268（62番人気）
3連複票数 計2384540 的中 ��� 5545（112番人気）
3連単票数 計3492591 的中 ��� 1813（480番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―10．9―11．5―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．3―44．8―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．0
3 ・（4，6）－2，8，3（5，11）（12，14）（1，9，16）15，10，13－7 4 ・（4，6）2－8－5（3，11）（1，12）（9，14）10（15，16）13，7

勝馬の
紹 介

ローズミラクル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sevres Rose デビュー 2013．2．16 東京5着

2010．5．1生 牡5青鹿 母 ヴィアンローズ 母母 Princesse de Viane 13戦2勝 賞金 29，091，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 ビットスターダム号
（非抽選馬） 6頭 ヴァッフシュテルケ号・カロッサル号・キンシザイル号・サンキストロード号・スーパーアース号・

ヤマニンカヴァリエ号

11072 4月26日 晴 良 （27福島1）第6日 第12競走 ��1，800�
か わ ま た

川 俣 特 別
発走16時00分 （芝・右）

4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000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
1：45．3
1：43．9

良
良

11 ショウナンマルシェ 牡4青鹿57 吉田 隼人国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 41：48．0 4．4�

612 レッドグルック 牡4鹿 57 津村 明秀 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 486－ 61：48．31� 4．6�
35 シンボリジャズ 牡5鹿 57 的場 勇人シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 492＋ 2 〃 クビ 6．6�
510 ポーラメソッド 牡4芦 57 長岡 禎仁 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 504－12 〃 ハナ 38．1�
816 ドリームリヴァール �5黒鹿57 杉原 誠人セゾンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 450＋ 21：48．4クビ 75．8	
23 ワクワクカンヲ 牡4鹿 57 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B466－10 〃 ハナ 5．8

36 マイネルスパーブ 牡6鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 470－ 8 〃 クビ 13．9�
12 セイクリッドロード �6鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 アタマ 20．8�
47 ジェイケイネオ 牡5青鹿57 伊藤 工真小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 496＋ 6 〃 アタマ 29．6
815 チ ェ ー ザ レ 牡4黒鹿57 西田雄一郎丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 518－ 41：48．61 29．9�
24 イレプレイスブル 牡5黒鹿57 丸山 元気�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 460－12 〃 クビ 6．4�
48 ヒカルエリントン 牡5鹿 57 勝浦 正樹吉橋 計氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 520± 01：48．7クビ 14．0�
59 マツリダジャパン �8青 57 国分 恭介岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 468－10 〃 ハナ 133．6�
611 マイネルヴェルト 牡4芦 57 荻野 琢真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 21：48．91� 145．8�
714	 リ オ ヴ ェ ラ �4栗 57 宮崎 北斗山口功一郎氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 474－141：49．75 114．5�
713 ホッコータフネス 牡4鹿 57 藤懸 貴志矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 456－10 〃 クビ 90．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，405，100円 複勝： 45，507，400円 枠連： 27，806，400円
馬連： 91，982，800円 馬単： 42，568，600円 ワイド： 43，529，000円
3連複： 122，815，800円 3連単： 185，002，000円 計： 592，617，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 170円 � 200円 枠 連（1－6） 1，140円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 470円 �� 640円 �� 590円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 12，860円

票 数

単勝票数 計 334051 的中 � 60686（1番人気）
複勝票数 計 455074 的中 � 80707（1番人気）� 71465（2番人気）� 53688（4番人気）
枠連票数 計 278064 的中 （1－6） 18896（6番人気）
馬連票数 計 919828 的中 �� 57324（1番人気）
馬単票数 計 425686 的中 �� 13038（2番人気）
ワイド票数 計 435290 的中 �� 24531（1番人気）�� 17048（5番人気）�� 18813（3番人気）
3連複票数 計1228158 的中 ��� 29523（5番人気）
3連単票数 計1850020 的中 ��� 10425（9番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．3―13．2―12．3―11．5―11．5―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―35．9―49．1―1：01．4―1：12．9―1：24．4―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンマルシェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Labeeb デビュー 2013．11．10 東京2着

2011．1．26生 牡4青鹿 母 ラ リ ー ズ ン 母母 Reasoning 11戦2勝 賞金 24，869，000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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 エーデルグランツ号

３レース目



（27福島1）第6日 4月26日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

161，090，000円
2，120，000円
7，600，000円
1，700，000円
14，250，000円
67，587，500円
5，520，800円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
255，855，200円
343，248，600円
179，317，400円
607，062，900円
332，811，500円
318，900，900円
854，602，200円
1，280，835，300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 4，172，634，000円

総入場人員 12，113名 （有料入場人員 10，296名）



平成27年度 第1回福島競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，094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

1，064，170，000円
9，460，000円
44，600，000円
10，620，000円
95，210，000円
401，125，000円
34，341，600円
10，502，400円

勝馬投票券売得金
1，474，345，800円
2，061，392，100円
1，052，361，800円
3，515，862，100円
1，846，798，000円
1，842，669，700円
4，955，039，700円
7，305，037，500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 24，053，506，700円

総入場延人員 69，053名 （有料入場延人員 58，255名）
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