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11001 4月9日 晴 重 （28福島1）第1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）

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
1：43．3
1：41．7

良
不良

35 ス ク ラ ッ タ 牝3黒鹿 54
52 △井上 敏樹吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 386－ 41：48．3 10．2�

47 アイルーロス 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中川 公成 青森 諏訪牧場 448＋ 21：48．62 7．6�
814 ピントゥリッキオ 牝3鹿 54 丸田 恭介大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社

松田牧場 450－ 21：49．23� 11．2�
713 クラウンロマン 牝3芦 54 横山 和生矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 442－ 21：49．41� 5．7�
611 ジョリガーニャント 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 須崎牧場 480＋ 41：49．5クビ 9．8�
58 ローズオーラ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 430＋ 41：49．92� 296．0	
59 ルーセントアイズ 牝3黒鹿54 北村 友一吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 498＋ 21：50．11� 35．5

22 レディーゴー 牝3鹿 54 津村 明秀髙岡 義雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 B474－ 8 〃 ハナ 2．8�
11 アイヅナヨタケ 牝3鹿 54 吉田 隼人真部 晴德氏 佐藤 吉勝 えりも 能登 浩 468＋101：50．31� 81．1�
46 ディスグラース 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 488－ 21：50．62 6．8
610 ゼ ラ ル ダ 牝3栗 54

52 △加藤 祥太幅田 京子氏 庄野 靖志 日高 坪田 信作 488 ―1：51．23� 24．4�
23 モズエエヤン 牝3栗 54 中谷 雄太 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 486 ―1：51．51� 21．6�
34 ローマンカモミール 牝3黒鹿54 森 一馬山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新ひだか 坂本 春雄 446＋141：51．6� 294．3�
712 サ ノ ル ア 牝3黒鹿 54

53 ☆中井 裕二ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 438＋ 21：51．81� 50．8�
815 シンボリメルケル 牝3栗 54

51 ▲木幡 巧也シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 470－101：52．01 156．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 12，805，300円 複勝： 21，082，000円 枠連： 8，702，500円
馬連： 28，548，700円 馬単： 14，906，800円 ワイド： 18，525，000円
3連複： 40，168，100円 3連単： 50，852，800円 計： 195，591，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 260円 � 210円 � 280円 枠 連（3－4） 1，330円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，330円 �� 850円

3 連 複 ��� 7，110円 3 連 単 ��� 39，850円

票 数

単勝票数 計 128053 的中 � 10009（6番人気）
複勝票数 計 210820 的中 � 20488（4番人気）� 27409（3番人気）� 19136（6番人気）
枠連票数 計 87025 的中 （3－4） 5041（5番人気）
馬連票数 計 285487 的中 �� 8621（11番人気）
馬単票数 計 149068 的中 �� 2265（22番人気）
ワイド票数 計 185250 的中 �� 5238（13番人気）�� 3504（18番人気）�� 5674（12番人気）
3連複票数 計 401681 的中 ��� 4235（24番人気）
3連単票数 計 508528 的中 ��� 925（141番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．2―42．9―56．4―1：09．1―1：22．4―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス ク ラ ッ タ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．11．7 東京11着

2013．3．4生 牝3黒鹿 母 エミーズスマイル 母母 エミスフェール 5戦1勝 賞金 7，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サトノベリーニ号

11002 4月9日 晴 良 （28福島1）第1日 第2競走 ��
��2，000�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
1：57．3
1：56．1

良
良

510 シャインブライト 牡3芦 56 吉田 隼人了德寺健二氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 466－ 22：01．9 1．1�
36 ミュートエアー 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 452－ 42：02．0� 17．0�
35 カパオパンゴ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹吉田 勝己氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 62：02．1� 58．0�
714 シグマグレード 牡3黒鹿56 横山 和生�G1レーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 498－ 42：02．31	 148．2�
24 トウシンゼファー 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太�サトー 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 482－ 2 〃 アタマ 39．7�
612 リネンリトルキング 牡3鹿 56 村田 一誠戸山 光男氏 和田 雄二 日高 前川 義則 430－ 22：02．93� 19．4	
23 セシルクラウン 牡3黒鹿56 小野寺祐太島川 
哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 490± 02：03．0� 180．8�
713 タガノゼウス 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 巧也八木 良司氏 浜田多実雄 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 450＋ 42：03．1� 60．0�

48 スモモチャン 牝3栗 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム B436＋ 4 〃 ハナ 32．2
59 ゼットマックイーン 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 広田牧場 454＋ 22：03．2� 13．1�
12 アシャカキセキ 牡3黒鹿56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 512 ―2：03．41� 55．4�
611 マジックダイオウ 牡3栗 56 小坂 忠士�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 456－182：03．5� 262．0�
47 メイショウサトヤマ 
3栗 56 熊沢 重文松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 B480－182：03．6クビ 38．9�
815 アルコナチュラーレ 牡3鹿 56 中谷 雄太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 518 ― 〃 ハナ 60．5�
11 オウケンボクサー 牡3黒鹿56 伊藤 工真福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 488 ―2：06．3大差 177．9�
816 アレイオブサン 牡3芦 56

53 ▲坂井 瑠星 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B434± 02：08．1大差 38．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，241，400円 複勝： 56，943，200円 枠連： 7，914，400円
馬連： 24，688，100円 馬単： 21，102，900円 ワイド： 18，259，000円
3連複： 37，386，200円 3連単： 66，813，600円 計： 255，348，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 210円 � 560円 枠 連（3－5） 480円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 290円 �� 810円 �� 3，080円

3 連 複 ��� 5，090円 3 連 単 ��� 12，400円

票 数

単勝票数 計 222414 的中 � 154071（1番人気）
複勝票数 計 569432 的中 � 437803（1番人気）� 21101（3番人気）� 5724（9番人気）
枠連票数 計 79144 的中 （3－5） 12519（2番人気）
馬連票数 計 246881 的中 �� 31029（2番人気）
馬単票数 計 211029 的中 �� 23965（1番人気）
ワイド票数 計 182590 的中 �� 18844（2番人気）�� 5532（9番人気）�� 1349（28番人気）
3連複票数 計 373862 的中 ��� 5504（21番人気）
3連単票数 計 668136 的中 ��� 3906（37番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．1―12．5―13．2―13．2―12．4―12．5―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．1―34．2―46．7―59．9―1：13．1―1：25．5―1：38．0―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．4
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シャインブライト �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．11．1 福島2着

2013．4．12生 牡3芦 母 ラ ル ー チ ェ 母母 アドマイヤセラヴィ 4戦1勝 賞金 10，300，000円
〔制裁〕 トウシンゼファー号の騎手加藤祥太は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番）

トウシンゼファー号の騎手加藤祥太は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番・12番）
〔その他〕 アレイオブサン号は，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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ウインフィロソフィ号・エアビートワン号・サワヤカミスター号・シゲルマトウダイ号・ディライトクライ号・

ホットメッセージ号

第１回 福島競馬 第１日



11003 4月9日 晴 稍重 （28福島1）第1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）

若手騎手，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

610 ライムチャン 牝3鹿 54
51 ▲木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 464± 01：48．5 1．1�

58 ゴ テ ツ 牡3青鹿 56
55 ☆中井 裕二橋元 勇氣氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 482－ 21：48．71� 6．5�

59 クーイカヌウ 牡3栗 56
54 △加藤 祥太�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 458－ 41：50．5大差 58．9�

611 セイムヒアー 牝3鹿 54 西村 太一�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 406－ 21：50．71� 124．4�
11 ユキノハーモニー 牝3青鹿54 横山 和生山科 統氏 奥村 武 日高 浜本牧場 422－ 61：50．8� 55．7	
23 コウエイドルバコ 牡3栗 56 藤懸 貴志伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 504＋20 〃 クビ 76．2

713 タイセイアスリート �3栗 56

54 △長岡 禎仁田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 480－221：50．9クビ 88．7�
22 デ ス マ ッ チ 牡3鹿 56

54 △伴 啓太泉 一郎氏 作田 誠二 むかわ ヤマイチ牧場 464－ 21：51．0� 77．7�
46 ゴシップローズ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新冠 村本牧場 472－ 81：51．1クビ 59．5
35 アドマイヤディーバ 牝3黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 414＋ 21：51．41� 169．4�
34 オーミソナタ 牝3青鹿 54

51 ▲野中悠太郎岩﨑 僖澄氏 松永 康利 様似 山本 和彦 418＋ 41：51．61� 282．2�
814 イチオクノユメ 牝3栗 54 嶋田 純次鎌田 博�氏 伊藤 伸一 新ひだか 大典牧場 454－ 8 〃 ハナ 330．4�
47 ヒラボクマドンナ 牝3青鹿 54

51 ▲原田 和真�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 444± 01：52．13 13．7�
712 シャルメーヌ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：52．31� 17．6�
815 オーテンバール 牝3鹿 54 平野 優和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 452－181：56．1大差 112．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，265，100円 複勝： 67，666，700円 枠連： 9，421，500円
馬連： 29，818，000円 馬単： 21，855，100円 ワイド： 20，016，500円
3連複： 39，982，800円 3連単： 76，750，200円 計： 287，775，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 120円 � 460円 枠 連（5－6） 210円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 300円

ワ イ ド �� 140円 �� 590円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 3，000円

票 数

単勝票数 計 222651 的中 � 151281（1番人気）
複勝票数 計 676667 的中 � 538666（1番人気）� 48362（2番人気）� 5864（9番人気）
枠連票数 計 94215 的中 （5－6） 33366（1番人気）
馬連票数 計 298180 的中 �� 107398（1番人気）
馬単票数 計 218551 的中 �� 53542（1番人気）
ワイド票数 計 200165 的中 �� 50673（1番人気）�� 6997（7番人気）�� 3149（16番人気）
3連複票数 計 399828 的中 ��� 19090（5番人気）
3連単票数 計 767502 的中 ��� 18539（7番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―12．1―13．1―13．4―12．6―13．1―12．8―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―30．1―43．2―56．6―1：09．2―1：22．3―1：35．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ライムチャン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 エアジハード デビュー 2015．10．25 東京5着

2013．3．22生 牝3鹿 母 キープザフェイス 母母 ライプオレンジ 6戦1勝 賞金 9，700，000円
〔発走状況〕 アドマイヤディーバ号・タイセイアスリート号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーテンバール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月9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） 2頭 ゲンキチヤマト号・ホッコーゲンブ号

11004 4月9日 晴 良 （28福島1）第1日 第4競走 2，750�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム2：57．4良

57 マコトサダイジン �5栗 60 高田 潤�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 446－ 63：00．8 6．6�
814 ザ ラ ス ト ロ 牡6鹿 60 山本 康志髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 482－ 23：01．01� 4．9�
711 クラウンフレイム 牡4鹿 59 北沢 伸也�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 488＋ 23：01．1� 8．9�
34 � ジュールドトネール 牡6青鹿60 小野寺祐太吉田 和美氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 506＋ 83：01．63 16．8�
46 ウインイルソーレ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 484－ 63：01．7� 2．1�
11 � ポールシッター �6青鹿60 石神 深一平川 浩之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 452－ 83：01．91 51．4	
33 アルテミシア 牝6鹿 58 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 小河 豊水 486－ 23：02．75 102．6

712 チョウゴキゲン 牡4黒鹿59 熊沢 重文丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 522－ 63：02．8� 41．5�
69 オ ベ レ ッ ク 牡6鹿 60 高野 和馬片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 480－163：03．33 62．7�
610� グリーティングワン 牡6黒鹿60 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－ 43：03．61� 27．0
813 タガノレイヨネ 牡7栗 60 森 一馬八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502－123：03．7� 8．3�
58 � ラ ノ ラ ラ ク 牝6栗 58 江田 勇亮�ミルファーム 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 476－ 63：07．1大差 58．7�
22 ブリエアヴェニール �4鹿 59

57 ▲原田 和真岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか タイヘイ牧場 484－103：10．0大差 97．6�
45 シャトーボルト 牡4鹿 59 大江原 圭円城 幸男氏 根本 康広 新ひだか 大高 朝幸 498－ 83：12．1大差 259．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，686，500円 複勝： 18，492，800円 枠連： 8，624，900円
馬連： 22，490，600円 馬単： 13，672，100円 ワイド： 14，690，700円
3連複： 33，629，000円 3連単： 46，854，800円 計： 173，141，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 160円 � 210円 � 210円 枠 連（5－8） 1，060円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 630円 �� 560円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 20，630円

票 数

単勝票数 計 146865 的中 � 17748（3番人気）
複勝票数 計 184928 的中 � 35367（2番人気）� 21344（3番人気）� 20994（4番人気）
枠連票数 計 86249 的中 （5－8） 6255（5番人気）
馬連票数 計 224906 的中 �� 9986（7番人気）
馬単票数 計 136721 的中 �� 3049（10番人気）
ワイド票数 計 146907 的中 �� 5989（6番人気）�� 6866（4番人気）�� 4626（8番人気）
3連複票数 計 336290 的中 ��� 6960（11番人気）
3連単票数 計 468548 的中 ��� 1646（53番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 51．5－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マコトサダイジン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．1 小倉8着

2011．3．29生 �5栗 母 マコトマンリョウ 母母 マイサクセション 障害：7戦1勝 賞金 13，500，000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 カケダシ号



11005 4月9日 晴 良 （28福島1）第1日 第5競走 ��2，750�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10分 （ 芝 ）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� 基準タイム2：57．4良

69 ユキノスライダー 牡6栗 60 植野 貴也遠藤 定子氏 高橋 義忠 日高 川端 正博 452＋ 82：58．9 7．3�
11 ドリームハヤテ 牡6鹿 62 熊沢 重文ライオンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 504± 02：59．96 2．3�
712 ドリームセーリング 牡9栗 61 石神 深一ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 480－ 63：00．53� 4．3�
33 コスモパルダ 牡7青鹿60 山本 康志 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 502－16 〃 クビ 22．6�
813 アイティテイオー 牡8栗 60 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 468－ 43：00．6� 9．9	
46 � トーセンハナミズキ 牝6鹿 58 小野寺祐太島川 
哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 468－ 63：00．7� 7．6�
45 マイネルピクトル 牡5鹿 62 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新ひだか 大典牧場 508－ 83：02．08 17．8�
610 タイセイジーニアス 牡8黒鹿60 北沢 伸也田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 474－123：02．1� 27．7
22 シゲルヒタチ 牡5栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 498－ 43：02．63 84．7�
814 タ ピ エ ス 牡4鹿 59 中村 将之細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 486± 0 〃 クビ 130．3�
34 セイウンコレット 牝5黒鹿58 上野 翔西山 茂行氏 鈴木 伸尋 日高 メイプルファーム 462－143：03．13 127．2�
57 � カシノデューク 牡7栗 60 蓑島 靖典柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 504＋103：04．27 99．2�
58 ピッツネイル 牝5芦 58

57 ▲原田 和真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか カントリー牧場 510－ 4 （競走中止） 50．8�

711 ウインヤード 牡5鹿 60 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 470＋ 2 （競走中止） 29．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 14，236，300円 複勝： 17，959，800円 枠連： 8，858，700円
馬連： 22，909，600円 馬単： 15，095，700円 ワイド： 15，468，300円
3連複： 35，765，000円 3連単： 51，904，600円 計： 182，198，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 150円 � 120円 � 120円 枠 連（1－6） 790円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 400円 �� 530円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 7，830円

票 数

単勝票数 計 142363 的中 � 15593（3番人気）
複勝票数 計 179598 的中 � 25121（3番人気）� 41242（1番人気）� 39468（2番人気）
枠連票数 計 88587 的中 （1－6） 8624（3番人気）
馬連票数 計 229096 的中 �� 19354（2番人気）
馬単票数 計 150957 的中 �� 4521（5番人気）
ワイド票数 計 154683 的中 �� 9871（2番人気）�� 7013（5番人気）�� 13915（1番人気）
3連複票数 計 357650 的中 ��� 22587（1番人気）
3連単票数 計 519046 的中 ��� 4801（11番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 52．8－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユキノスライダー �
�
父 デュランダル �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2012．7．21 中京3着

2010．4．18生 牡6栗 母 ユキノチャンプ 母母 サラトガビューティ 障害：7戦2勝 賞金 27，300，000円
〔競走中止〕 ウインヤード号・ピッツネイル号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

11006 4月9日 晴 稍重 （28福島1）第1日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12時45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

46 � セルリアンラビット 牡7鹿 57
56 ☆中井 裕二�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 458－ 21：47．2 25．4�

815 コ マ ク サ 牡4黒鹿 57
54 ▲原田 和真江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 470－ 2 〃 クビ 5．6�

23 � バイザスコット 牡4栗 57 伊藤 工真窪田 康志氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 488＋ 4 〃 アタマ 60．6�
34 � コスモカウピリ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 482－101：47．3クビ 9．9�
713� メ イ ジ ン 牡5栗 57 津村 明秀國分 純氏 蛯名 利弘 日高 スマイルファーム 460－ 6 〃 ハナ 34．6�
59 カズノテナンゴ 牡4栗 57 西田雄一郎鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 474＋ 2 〃 クビ 6．3	
611� メイショウトリトン 牡6黒鹿57 北村 友一松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 480－ 61：47．4� 14．4

22 ステイリッチ 牡4栗 57 吉田 隼人宇田 豊氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540－ 41：48．03� 2．8�
47 カフェライジング 牡4鹿 57

56 ☆	島 克駿西川 恭子氏 松永 幹夫 新ひだか 三石橋本牧場 506＋ 2 〃 ハナ 8．9�
712 サードグラッド 牡4黒鹿 57

54 ▲木幡 巧也吉岡 泰治氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 490－ 21：48．63� 94．5
35 アビエイター 牡5栗 57

55 △加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 広田牧場 526－181：48．7� 20．5�

58 ペプチドアルマ 牡4黒鹿57 畑端 省吾沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 448－ 81：48．91� 9．8�
11 トーセンミラージュ 牡5青鹿 57

55 △井上 敏樹島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 512－101：49．0クビ 37．4�
814 ジョーヌドール 牡6栗 57

55 △長岡 禎仁広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 笠松牧場 470＋ 81：49．63� 122．0�
610� フ ユ ハ ナ ビ 
5鹿 57

54 ▲木幡 初也大久保與志雄氏 小野 次郎 新冠 競優牧場 444－ 21：49．7� 358．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，168，800円 複勝： 29，043，000円 枠連： 11，905，800円
馬連： 32，385，700円 馬単： 18，259，800円 ワイド： 22，129，900円
3連複： 48，537，500円 3連単： 61，455，400円 計： 243，885，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，540円 複 勝 � 750円 � 220円 � 1，330円 枠 連（4－8） 2，510円

馬 連 �� 5，110円 馬 単 �� 12，070円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 13，140円 �� 5，570円

3 連 複 ��� 100，560円 3 連 単 ��� 268，400円

票 数

単勝票数 計 201688 的中 � 6352（9番人気）
複勝票数 計 290430 的中 � 9239（9番人気）� 41717（3番人気）� 4965（12番人気）
枠連票数 計 119058 的中 （4－8） 3674（11番人気）
馬連票数 計 323857 的中 �� 4903（21番人気）
馬単票数 計 182598 的中 �� 1134（50番人気）
ワイド票数 計 221299 的中 �� 3375（22番人気）�� 428（74番人気）�� 1018（51番人気）
3連複票数 計 485375 的中 ��� 362（211番人気）
3連単票数 計 614554 的中 ��� 166（765番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．9―42．7―55．8―1：08．4―1：21．0―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�セルリアンラビット �
�
父 スパイキュール �

�
母父 ラ ム タ ラ

2009．4．30生 牡7鹿 母 ダンツサクラ 母母 ベ リ シ ャ 40戦1勝 賞金 23，562，000円
初出走 JRA



11007 4月9日 晴 稍重 （28福島1）第1日 第7競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳

発走13時15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

815 ラッキーポイント 牡3鹿 56
53 ▲野中悠太郎村山 忠弘氏 奥村 武 日高 モリナガファーム 460－ 41：11．8 4．3�

47 ビップフウマ 牡3鹿 56 勝浦 正樹鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 526± 01：11．9� 6．7�
612 ア レ ッ チ 牡3鹿 56 中谷 雄太手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 472－121：12．0� 11．9�
510 トモジャボーン 牡3青鹿56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 北光牧場 B512＋ 21：12．1� 14．2�
816 スリージェット 牡3栗 56 黛 弘人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B484－ 21：12．2� 60．2�
24 オロフィナアスール 牝3黒鹿 54

52 △長岡 禎仁青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 436－121：12．73 27．2	
59 	 トゥルーリーウィル 牡3鹿 56 北村 友一�ノースヒルズ 和田正一郎 米 Overbrook

Farm 512－ 41：12．8� 9．9

12 リバティークイーン 牝3黒鹿54 吉田 隼人平川 浩之氏 小笠 倫弘 様似 澤井 義一 450－ 8 〃 ハナ 2．0�
11 サンマリエッタ 牝3鹿 54 西村 太一加藤 信之氏 蛯名 利弘 日高 有限会社

ケイズ 434－ 8 〃 アタマ 121．5�
48 ツバメガエシ 牡3栗 56

55 ☆
島 克駿ターフ・スポート佐々木晶三 浦河 大道牧場 474＋ 4 〃 ハナ 49．2�
714 エルコラーノ 牝3黒鹿54 川須 栄彦�ラ・メール 奥村 武 新冠 パカパカ

ファーム 486＋ 41：13．01� 36．1�
35 カシノマザー 牝3栗 54 大庭 和弥柏木 務氏 蛯名 利弘 浦河 近藤牧場 B432－161：13．53 152．7�
713 ブルーガバナー 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹 �ブルーマネジメント田島 俊明 新冠 安達 洋生 420－14 〃 クビ 337．8�
36 ヤマイチキズナ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也坂本 肇氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 416± 01：14．67 257．3�
23 ホ ー ミ ー 牡3黒鹿56 宮崎 北斗小林竜太郎氏 中川 公成 新冠 スカイビーチステーブル 440－ 41：14．7� 229．7�
611 トーアホホエミ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真高山ランド� 和田 雄二 豊浦トーア牧場 370－121：15．33� 418．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，947，500円 複勝： 28，107，100円 枠連： 8，743，800円
馬連： 27，976，400円 馬単： 18，530，600円 ワイド： 19，331，200円
3連複： 35，402，700円 3連単： 55，503，200円 計： 211，542，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 200円 � 300円 � 280円 枠 連（4－8） 1，610円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 750円 �� 760円 �� 930円

3 連 複 ��� 5，290円 3 連 単 ��� 18，840円

票 数

単勝票数 計 179475 的中 � 32910（2番人気）
複勝票数 計 281071 的中 � 40326（2番人気）� 22520（4番人気）� 25353（3番人気）
枠連票数 計 87438 的中 （4－8） 4198（6番人気）
馬連票数 計 279764 的中 �� 9871（6番人気）
馬単票数 計 185306 的中 �� 3686（11番人気）
ワイド票数 計 193312 的中 �� 6685（6番人気）�� 6571（7番人気）�� 5274（8番人気）
3連複票数 計 354027 的中 ��� 5012（17番人気）
3連単票数 計 555032 的中 ��� 2135（57番人気）

ハロンタイム 9．7―11．7―12．0―12．4―12．7―13．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―21．4―33．4―45．8―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラッキーポイント �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．7．18 福島2着

2013．4．19生 牡3鹿 母 スプライトダンス 母母 タツプユアトウズ 4戦1勝 賞金 9，800，000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 クリノセゴビア号

11008 4月9日 晴 良 （28福島1）第1日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時45分 （芝・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
1：07．0
1：06．5

良
良

24 ハ ッ シ ュ 牝5芦 55
52 ▲坂井 瑠星 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 41：09．2 3．1�
47 コスモイノセント 牡5青鹿 57

54 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 474＋ 61：09．3� 12．4�
23 プライマリーコード 牝5芦 55

54 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 484－ 2 〃 クビ 26．9�
36 ツクバジャパン 牡5芦 57 勝浦 正樹荻原 昭二氏 小野 次郎 新ひだか 片山牧場 524－ 61：09．51 7．3�
35 � サダムリスペクト 牡4鹿 57 吉田 隼人大西美生子氏 本間 忍 新ひだか 神垣 道弘 460－ 2 〃 ハナ 7．8�
11 イ ス ル ギ 牝5黒鹿 55

53 △加藤 祥太山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン
ズファーム 456＋ 81：09．6� 43．6	

611 ダイシンカレラ 牡4黒鹿57 北村 友一大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 478－ 81：09．81� 2．4

510 ナリノネーヴェ 牝4芦 55

53 △井上 敏樹成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B406－ 1 〃 ハナ 262．2�
816 フクノグローリア 牝4黒鹿55 丹内 祐次福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 458＋161：10．11	 32．4�
714� ハ ル コ マ チ 牝6鹿 55 中谷 雄太松尾 正氏 星野 忍 新冠 中本牧場 B468＋ 41：10．2	 120．5
612� ディアエトワール 牡5栗 57 丸田 恭介ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 山際 智 476＋141：10．83� 154．7�
815 カボスチャン 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 432－ 21：10．9クビ 57．9�
12 オルティラアスール 牝4鹿 55 西田雄一郎青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 484＋12 〃 ハナ 107．7�
59 レッドブラッサム 牝4黒鹿 55

53 △伴 啓太 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 436－ 6 〃 クビ 63．1�
713 アブソリュカフェ 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 巧也西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 492－ 61：11．0クビ 31．7�
48 � クラウンエンジェル 牝4青鹿55 横山 和生矢野まり子氏 松永 康利 浦河 山田 昇史 432－ 21：11．32 293．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，048，400円 複勝： 22，201，400円 枠連： 11，129，700円
馬連： 35，497，100円 馬単： 19，834，900円 ワイド： 21，217，700円
3連複： 44，410，800円 3連単： 64，375，700円 計： 239，715，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 240円 � 520円 枠 連（2－4） 1，550円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，530円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 12，170円 3 連 単 ��� 37，360円

票 数

単勝票数 計 210484 的中 � 53714（2番人気）
複勝票数 計 222014 的中 � 45228（2番人気）� 23667（4番人気）� 8617（6番人気）
枠連票数 計 111297 的中 （2－4） 5557（5番人気）
馬連票数 計 354971 的中 �� 13507（6番人気）
馬単票数 計 198349 的中 �� 5087（9番人気）
ワイド票数 計 212177 的中 �� 9192（5番人気）�� 3498（19番人気）�� 1853（28番人気）
3連複票数 計 444108 的中 ��� 2735（43番人気）
3連単票数 計 643757 的中 ��� 1249（110番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．6―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．5―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ッ シ ュ �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．6 中京4着

2011．3．30生 牝5芦 母 サ イ レ ン ト 母母 ラ イ ー ル 19戦3勝 賞金 38，741，000円



11009 4月9日 晴 稍重 （28福島1）第1日 第9競走 ��1，150�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
1：06．9
1：06．9

良
良

612 ハリケーンリリー �5鹿 57 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 木村牧場 502－ 61：09．4 11．0�
714 ル ミ ニ ズ ム �5黒鹿57 吉田 隼人 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500± 0 〃 ハナ 3．7�
11 � テキスタイルアート �4青鹿 57

54 ▲原田 和真岡田 壮史氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 468－121：09．72 4．2�
713 ヤマニンアタシャン 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 418－ 41：10．01� 11．1�
36 タ タ ラ 牡4栗 57

54 ▲木幡 巧也 �スピードファーム和田正一郎 新冠 アサヒ牧場 426－ 21：10．1	 13．8�
47 バ ー ニ ー ズ 牡6栗 57

55 △長岡 禎仁村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 478－181：10．31
 30．0	
24 セルリアンコスモ 牡4鹿 57

56 ☆�島 克駿�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 516－ 61：10．51	 22．6

59 レンズフルパワー 牡4鹿 57 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 宮内牧場 500－10 〃 アタマ 8．0�
23 クラシックマーク 牝5栗 55 伊藤 工真小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 446－ 6 〃 ハナ 53．5�
48 ティーエスバラ 牡4鹿 57 川島 信二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 502± 01：10．71	 16．4
611� スローライフ 牝5栗 55 横山 和生村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 498± 01：11．01	 176．0�
510 アスターペニー 牝4鹿 55

53 △加藤 祥太加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 436－141：11．21
 32．0�
815� デザイアドライブ 牝5黒鹿55 丸田 恭介片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 西村 和夫 450－141：11．94 147．0�
12 マイティティー 牝4鹿 55 黛 弘人五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 460－121：12．75 6．8�
35 � キクノセントロ 牡6栗 57 北村 友一菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 480－ 81：13．23 67．8�
816 マダムアグライア 牝5鹿 55 西村 太一髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 484－ 61：13．83	 162．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，079，200円 複勝： 25，400，300円 枠連： 13，991，300円
馬連： 38，131，500円 馬単： 19，684，400円 ワイド： 24，063，100円
3連複： 54，065，100円 3連単： 71，090，600円 計： 265，505，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 250円 � 150円 � 180円 枠 連（6－7） 1，400円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，090円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 25，990円

票 数

単勝票数 計 190792 的中 � 13859（5番人気）
複勝票数 計 254003 的中 � 22641（6番人気）� 49162（1番人気）� 37488（2番人気）
枠連票数 計 139913 的中 （6－7） 7745（5番人気）
馬連票数 計 381315 的中 �� 16795（5番人気）
馬単票数 計 196844 的中 �� 3039（16番人気）
ワイド票数 計 240631 的中 �� 9405（5番人気）�� 5425（10番人気）�� 12802（1番人気）
3連複票数 計 540651 的中 ��� 11959（2番人気）
3連単票数 計 710906 的中 ��� 1983（43番人気）

ハロンタイム 9．6―11．1―11．5―12．5―12．1―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．7―32．2―44．7―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハリケーンリリー �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2013．9．8 中山6着

2011．3．27生 �5鹿 母 トウエンクィーン 母母 ロングディライト 15戦2勝 賞金 18，750，000円
〔その他〕 マダムアグライア号は，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。

11010 4月9日 晴 良 （28福島1）第1日 第10競走 ��
��2，000�ひ め さ ゆ り 賞

発走14時50分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

福島ロータリークラブ会長賞（1着）
賞 品

本 賞 8，900，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，300，000円 890，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

810 アシュワガンダ 牡3鹿 56 勝浦 正樹髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 B472± 02：00．0 21．5�
66 � イ チ ダ イ 牡3鹿 56 津村 明秀中村 博亮氏 板垣 吉則 浦河 辻 牧場 516＋ 22：00．42� 14．5�

（岩手）

33 モ ー ゼ ス 牡3黒鹿56 川須 栄彦坂本 肇氏 大江原 哲 洞	湖 レイクヴィラファーム 500－ 82：00．71
 4．5�
22 スクエアフォールド �3鹿 56 丸田 恭介 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B464－ 42：00．91 33．5�
78 メイショウカクオビ 牡3鹿 56 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 476－ 22：01．11� 16．8�
55 シャインレッド 牡3鹿 56 吉田 隼人了德寺健二氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 496－122：01．31� 5．9	
11 ギャラントグリフ 牡3黒鹿56 木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 日高 鹿戸 正幸 498－ 82：01．51� 12．5

44 ペイシャマリヤ 牝3栗 54 西田雄一郎北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 444－ 82：02．24 52．4�
67 シ ベ リ ウ ス 牡3栗 56 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 446± 02：02．3� 116．2�
811 ステイパーシスト 牡3黒鹿56 北村 友一吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412－ 4 〃 ハナ 2．0
79 グランドサッチャー 牝3栗 54 中谷 雄太田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 492＋ 22：03．79 16．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 29，875，600円 複勝： 33，241，300円 枠連： 12，265，900円
馬連： 54，051，800円 馬単： 29，376，500円 ワイド： 31，414，800円
3連複： 68，842，200円 3連単： 109，333，100円 計： 368，401，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 460円 � 380円 � 210円 枠 連（6－8） 1，220円

馬 連 �� 12，030円 馬 単 �� 29，930円

ワ イ ド �� 3，140円 �� 1，050円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 17，220円 3 連 単 ��� 184，770円

票 数

単勝票数 計 298756 的中 � 11074（8番人気）
複勝票数 計 332413 的中 � 17135（8番人気）� 21491（7番人気）� 47331（3番人気）
枠連票数 計 122659 的中 （6－8） 7774（5番人気）
馬連票数 計 540518 的中 �� 3482（34番人気）
馬単票数 計 293765 的中 �� 736（72番人気）
ワイド票数 計 314148 的中 �� 2503（34番人気）�� 7865（12番人気）�� 6151（17番人気）
3連複票数 計 688422 的中 ��� 2997（59番人気）
3連単票数 計1093331 的中 ��� 429（465番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―23．0―34．0―46．2―58．9―1：11．3―1：23．5―1：36．0―1：48．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アシュワガンダ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2015．11．8 東京1着

2013．4．17生 牡3鹿 母 サ ラ ラ 母母 ジンジャーリリー 5戦2勝 賞金 18，400，000円
※モーゼス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



11011 4月9日 晴 良 （28福島1）第1日 第11競走 ��
��1，200�

あ づ ま こ ふ じ

吾 妻 小 富 士 賞
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，27．4．11以降28．4．3まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

福島市長賞（1着）
賞 品

本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

23 ハッピーノリチャン 牝4栗 52 伴 啓太足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 462＋121：08．3 4．1�
815 ヤマニンマルキーザ 牡5栗 57 丸田 恭介土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 456－141：08．51� 17．2�
11 エルカミーノレアル 牡5鹿 56 �島 克駿広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 492－ 61：08．71 3．5�
36 ケイアイユニコーン 牡7栗 55 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 B490－121：09．12	 23．6�
47 
 ゴ ー ス ル ー 牡6鹿 52 丹内 祐次 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 464－ 61：09．31� 45．8	
612
 ハ ナ フ ブ キ 牝5黒鹿52 吉田 隼人幅田 昌伸氏 武井 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 422－10 〃 クビ 12．3

12 セレッソブランコ 牝4芦 52 加藤 祥太三宅 勝俊氏 奥村 豊 日高 天羽 禮治 478＋301：09．4クビ 24．7�
611 リッパーザウィン 牡4栗 55 川須 栄彦�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 502－ 6 〃 クビ 5．6�
35 ミンナノプリンセス 牝4黒鹿52 津村 明秀�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 442＋ 41：09．5クビ 13．0
59 ボブキャット 牡6鹿 55 村田 一誠村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 B506－ 61：09．71� 40．7�
714 ボストンサクラ 牝7黒鹿52 北村 友一ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 440＋ 6 〃 ハナ 29．3�
816 スプリングサヴァン 牝5鹿 51 伊藤 工真加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 422－18 〃 クビ 78．1�
713 フィボナッチ 牡6鹿 54 勝浦 正樹水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 484＋101：09．8クビ 57．2�
24 クリノスイートピー 牝4黒鹿53 西田雄一郎栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 434＋ 21：10．01	 23．1�
510
 マンハッタンヘンジ 牡5黒鹿55 黛 弘人加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 520± 01：10．74 16．2�
48 メイショウアズミノ 牝5鹿 53 川島 信二松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 458＋ 41：11．01� 27．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，786，700円 複勝： 51，935，700円 枠連： 34，273，000円
馬連： 129，135，500円 馬単： 55，633，700円 ワイド： 61，306，700円
3連複： 193，739，600円 3連単： 252，703，100円 計： 810，514，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 310円 � 140円 枠 連（2－8） 2，160円

馬 連 �� 3，280円 馬 単 �� 5，170円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 350円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 20，060円

票 数

単勝票数 計 317867 的中 � 60796（2番人気）
複勝票数 計 519357 的中 � 85285（2番人気）� 31919（5番人気）� 115575（1番人気）
枠連票数 計 342730 的中 （2－8） 12297（10番人気）
馬連票数 計1291355 的中 �� 30454（10番人気）
馬単票数 計 556337 的中 �� 8056（12番人気）
ワイド票数 計 613067 的中 �� 11495（13番人気）�� 50404（1番人気）�� 16528（5番人気）
3連複票数 計1937396 的中 ��� 49108（3番人気）
3連単票数 計2527031 的中 ��� 9129（25番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．4―11．4―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．7―45．1―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．6
3 3，8（5，4，7，10，11）（2，1）（9，12）6－（14，15）16，13 4 3（4，7）（1，10，11）5（8，2，9，12）6，15，14（16，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハッピーノリチャン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2014．8．2 新潟6着

2012．2．9生 牝4栗 母 ラストワルツ 母母 パーフェクトサークル 12戦3勝 賞金 35，486，000円
〔制裁〕 エルカミーノレアル号の騎手�島克駿は，4コーナー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戒告。（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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アグネスマチュア号・アドマイヤサブリナ号・タイセイララバイ号・タカラジェニファ号・テイエムゲッタドン号・

デンコウヒノマル号・ポルボローネ号・ラブローレル号

11012 4月9日 晴 良 （28福島1）第1日 第12競走 ��
��1，800�

い い も り や ま

飯 盛 山 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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

612 サトノスティング 牡5青鹿57 勝浦 正樹里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 460± 01：48．0 2．8�
11 ドリームリヴァール �6黒鹿57 大庭 和弥ライオンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 450± 01：48．21	 88．8�
35 ダークネブラス 牡4青鹿57 津村 明秀 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 41：48．3クビ 26．0�
59 レジメンタル 牡4栗 57 吉田 隼人�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 438－ 41：48．4	 5．5�
23 タルトオポム 牡5黒鹿57 嶋田 純次亀山 敬司氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 448－22 〃 アタマ 46．8	
12 セルバンテス 牡5黒鹿57 加藤 祥太 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 430－ 6 〃 ハナ 6．4

815 ブライトボイス 牡4栗 57 川須 栄彦宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 494－ 41：48．5	 70．4�
714 マイネヴァリエンテ 牝5鹿 55 丹内 祐次 �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 452± 0 〃 アタマ 35．8�
47 スターチェイサー 牡4芦 57 北村 友一 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 482－ 2 〃 クビ 11．7
611 デスティニーシチー 牡6栗 57 村田 一誠 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 日高 幾千世牧場 480－121：48．71
 88．4�
36 � ストリートオベロン 牡4黒鹿57 丸田 恭介門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 468－ 21：49．01� 28．1�
48 シャインアロー �4栗 57 長岡 禎仁岡田 勇氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 450－ 2 〃 クビ 12．2�
510 シンボリネルソン 牡5黒鹿57 伊藤 工真シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 432± 0 〃 ハナ 148．2�
816 ヴィンセンツイヤー �5栗 57 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 480－ 21：49．21	 6．8�
713 トスカニーニ 牡6鹿 57 �島 克駿田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 458－ 21：49．3クビ 266．0�
24 ハイアーレート �5黒鹿57 中谷 雄太 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 478－181：49．51
 12．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，031，600円 複勝： 39，994，800円 枠連： 17，641，100円
馬連： 72，208，100円 馬単： 32，148，700円 ワイド： 39，244，000円
3連複： 99，008，600円 3連単： 133，952，100円 計： 462，229，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 2，250円 � 660円 枠 連（1－6） 880円

馬 連 �� 15，550円 馬 単 �� 21，130円

ワ イ ド �� 4，680円 �� 1，380円 �� 23，930円

3 連 複 ��� 95，440円 3 連 単 ��� 393，170円

票 数

単勝票数 計 280316 的中 � 79394（1番人気）
複勝票数 計 399948 的中 � 90671（1番人気）� 3588（14番人気）� 13230（9番人気）
枠連票数 計 176411 的中 （1－6） 15438（3番人気）
馬連票数 計 722081 的中 �� 3598（42番人気）
馬単票数 計 321487 的中 �� 1141（63番人気）
ワイド票数 計 392440 的中 �� 2144（44番人気）�� 7579（12番人気）�� 414（97番人気）
3連複票数 計 990086 的中 ��� 778（202番人気）
3連単票数 計1339521 的中 ��� 247（896番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―12．3―12．8―12．5―12．0―11．9―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―22．8―35．1―47．9―1：00．4―1：12．4―1：24．3―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．6
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノスティング �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．7．14 福島3着

2011．4．11生 牡5青鹿 母 ジェットスパークル 母母 ファイナルデスティネーション 23戦3勝 賞金 43，319，000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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウインステージ号・リスクオン号
（非抽選馬） 2頭 サトノマジカル号・トシファイブスター号



（28福島1）第1日 4月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 180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

178，990，000円
1，270，000円
6，380，000円
1，470，000円
17，880，000円
67，226，500円
6，309，600円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
254，172，400円
412，068，100円
153，472，600円
517，841，100円
280，101，200円
305，666，900円
730，937，600円
1，041，589，200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 3，695，849，100円

総入場人員 8，909名 （有料入場人員 7，357名）
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