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11025 4月16日 晴 稍重 （28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）

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

611 ベルリンガー 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476± 01：48．7 9．9�

610 ア グ ネ ッ タ 牝3鹿 54 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 464＋ 2 〃 クビ 1．8�
46 ボーナスチャンス 牝3黒鹿54 丸田 恭介薗部 博之氏 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 480－ 41：49．01� 34．5�
47 タガノボワテュール 牝3栗 54 藤懸 貴志八木 良司氏 高橋 亮 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436＋ 41：49．42� 32．6�
59 アイアンアヴァロン 牝3芦 54

52 △伴 啓太池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 446＋ 21：49．61� 8．3�
34 ニットウダリア 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹藤井 謙氏 伊藤 大士 浦河 日東牧場 440－ 41：49．7クビ 9．4	
815 ヴェルデリモーネ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿吉田 和美氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 448± 01：49．8� 28．4

58 バトルローザ 牝3鹿 54

52 △加藤 祥太宮川 秋信氏 吉村 圭司 新ひだか 西村 和夫 454 ―1：50．54 9．4�
22 ソットヴォーチェ 牝3鹿 54 津村 明秀 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 438± 0 〃 クビ 14．4
11 デルマノウヒメ 牝3栗 54 黛 弘人浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム 464 ―1：50．71� 29．4�
814 ハルノアシオト 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 新冠 三村 卓也 470＋201：51．55 66．4�

23 シゲルハマダイ 牝3黒鹿54 松若 風馬森中 蕃氏 松山 将樹 新ひだか 前田牧場 496－ 81：52．03 105．8�
35 ウートゥルメール 牝3鹿 54 吉田 隼人�ターフ・スポート角田 晃一 浦河 大北牧場 474－ 81：52．85 35．2�
713 ジェルブロワ 牝3鹿 54 平野 優新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 484 ―1：54．07 114．0�
712 ボ ー リ ン 牝3鹿 54 川須 栄彦松田 整二氏 日吉 正和 伊達 高橋農場 444－ 41：55．17 259．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，238，800円 複勝： 28，653，200円 枠連： 9，368，600円
馬連： 25，939，000円 馬単： 17，424，900円 ワイド： 17，533，400円
3連複： 40，956，600円 3連単： 53，196，100円 計： 206，310，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 230円 � 110円 � 460円 枠 連（6－6） 800円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 390円 �� 3，570円 �� 710円

3 連 複 ��� 6，050円 3 連 単 ��� 35，570円

票 数

単勝票数 計 132388 的中 � 10641（5番人気）
複勝票数 計 286532 的中 � 17883（5番人気）� 155320（1番人気）� 7337（7番人気）
枠連票数 計 93686 的中 （6－6） 8972（3番人気）
馬連票数 計 259390 的中 �� 24692（3番人気）
馬単票数 計 174249 的中 �� 5561（8番人気）
ワイド票数 計 175334 的中 �� 12638（3番人気）�� 1147（38番人気）�� 6288（6番人気）
3連複票数 計 409566 的中 ��� 5072（19番人気）
3連単票数 計 531961 的中 ��� 1084（113番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．3―43．3―56．7―1：09．8―1：22．9―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F38．9
1
3
・（4，10，12）（6，11）14，9，2，7，13（8，15）－5（3，1）・（4，10）（11，2）6（7，9，12）14（15，1）8，13，5，3

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

勝馬の
紹 介

ベルリンガー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．12．12 阪神5着

2013．2．14生 牝3黒鹿 母 チューブラーベルズ 母母 Summer Symphony 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジェルブロワ号・ボーリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月16日ま

で平地競走に出走できない。

11026 4月16日 晴 良 （28福島1）第3日 第2競走 1，200�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
1：07．0
1：06．5

良
良

11 コーディネーター 牡3栗 56
53 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 480＋ 81：09．7 27．5�

59 スパイチャクラ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 452－161：10．12� 5．4�
816 タイムレスメロディ 牝3鹿 54 中谷 雄太 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 412＋ 8 〃 クビ 13．7�
23 ジョーマイク 牡3栗 56 川須 栄彦上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 458－101：10．2クビ 4．0�
12 シ ー オ ー ク 牝3栗 54 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム 466± 01：10．62� 4．0�
612 シゲルアカメバル 牝3鹿 54 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 浦河 中村 雅明 470 ―1：10．7� 93．6	
714 シンボリダルク 牝3青鹿54 松若 風馬シンボリ牧場 高橋 亮 日高 シンボリ牧場 452－ 81：10．8� 17．5

48 ア カ デ ミ ア 牡3黒鹿56 吉田 隼人池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 514± 01：10．9クビ 16．3�
815 ルナディミエーレ 牝3栗 54

52 △長岡 禎仁 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 506＋10 〃 クビ 8．4�
611 ヌーベルマリエ 牝3鹿 54 古川 吉洋前田 晋二氏 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432－ 81：11．0� 31．3
713 プレアマール 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 426＋ 41：11．1� 8．3�
510 キャンベルアーリー 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 初也 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 440－ 81：11．41� 24．8�
47 ストーリーライター 牝3鹿 54 黛 弘人スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 坂本 智広 426＋ 41：11．5� 139．7�
36 ヤマニンモナムール 牝3栗 54

52 △井上 敏樹土井 肇氏 池上 昌和 新冠 錦岡牧場 362－ 4 〃 クビ 233．4�
24 モリカイソウ 牝3黒鹿54 木幡 初広�森島商事 牧 光二 新ひだか 服部 健太郎 446＋121：11．6クビ 239．6�
35 オプティマスローズ 牝3青鹿 54

52 △伴 啓太ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 山春牧場 422－10 〃 クビ 186．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，580，100円 複勝： 21，315，600円 枠連： 9，363，400円
馬連： 28，055，100円 馬単： 16，096，700円 ワイド： 17，581，800円
3連複： 39，576，600円 3連単： 50，774，000円 計： 198，343，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，750円 複 勝 � 660円 � 210円 � 490円 枠 連（1－5） 990円

馬 連 �� 9，950円 馬 単 �� 23，760円

ワ イ ド �� 3，160円 �� 8，240円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 39，310円 3 連 単 ��� 296，860円

票 数

単勝票数 計 155801 的中 � 4531（10番人気）
複勝票数 計 213156 的中 � 7458（9番人気）� 31249（3番人気）� 10566（6番人気）
枠連票数 計 93634 的中 （1－5） 7299（3番人気）
馬連票数 計 280551 的中 �� 2184（33番人気）
馬単票数 計 160967 的中 �� 508（77番人気）
ワイド票数 計 175818 的中 �� 1426（37番人気）�� 538（54番人気）�� 3667（14番人気）
3連複票数 計 395766 的中 ��� 755（106番人気）
3連単票数 計 507740 的中 ��� 124（703番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．1―11．8―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．2―46．0―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コーディネーター �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．6．27 函館4着

2013．4．4生 牡3栗 母 クロンヌドール 母母 ハンターズマーク 4戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走状況〕 ジョーマイク号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ジョーマイク号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クインズヴィーナス号・リボンティアラ号
（非抽選馬）12頭 イネディット号・ガロンヌ号・クリノクロンボー号・コクリュウカフェ号・コドウ号・サンゴーハム号・

シェヴェルニー号・ファインキャプテン号・マイネルロタシオン号・ラパンノワール号・レーヌユニヴェール号・
ワールドムーン号

第１回 福島競馬 第３日



11027 4月16日 晴 稍重 （28福島1）第3日 第3競走 ��1，700�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
1：43．3
1：41．7

良
不良

712 オリエンタルイギー 牡3栗 56
54 △伴 啓太棚網るみ子氏 大江原 哲 新冠 オリエント牧場 464－ 21：48．9 6．5�

46 ピエナクルーズ 牡3鹿 56 古川 吉洋本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 448± 01：49．0� 2．8�
11 � ジ ョ ル ジ オ �3鹿 56

55 ☆中井 裕二飯田 正剛氏 中内田充正 米 Darley & Dr.
Masatake Iida B470－ 21：49．1� 15．8�

35 ボラテリティパズル 牡3黒鹿56 吉田 隼人池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 548 ―1：49．2クビ 20．4�
611 ナンベーサン 牡3芦 56 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 伊藤 大士 日高 アイズスタッド株式会社 B502＋ 4 〃 アタマ 6．6�
23 ネイチャーレット 牡3鹿 56 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 452± 01：49．52 4．2�
814 グランデボーボー �3鹿 56 杉原 誠人 	グランデオーナーズ 星野 忍 新ひだか 原口牧場 472＋ 41：49．92� 143．2

58 ジェムクオリティ 牡3鹿 56 西田雄一郎 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 476－ 81：50．0クビ 40．4�
59 ユニバーサルソング 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子窪田 康志氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 530＋ 21：50．1� 33．7
34 タガノジャパン 牡3青鹿56 高倉 稜八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 440－ 61：50．2クビ 18．7�
713 テイケイアムール 牡3鹿 56 田中 博康兼松 忠男氏 	島 一歩 浦河 藤春 修二 520＋ 21：50．52 41．8�
22 ロ ジ ネ オ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 巧也久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B522－ 41：50．81� 71．8�
47 チャーミングリリ 牝3鹿 54

52 △加藤 祥太杉元 四男氏 奥村 豊 浦河 高岸 順一 406－101：51．75 16．3�
815 ゴールデンベリル 牡3鹿 56 伊藤 工真村木 克子氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 458 ―1：52．01� 80．5�
610 シェイプマイハート 牡3鹿 56 松若 風馬二口 雅一氏 	島 一歩 むかわ 上水牧場 536 ―1：53．49 57．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，962，400円 複勝： 24，886，900円 枠連： 10，095，000円
馬連： 28，484，800円 馬単： 15，702，800円 ワイド： 20，517，800円
3連複： 40，756，700円 3連単： 49，218，300円 計： 206，624，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 150円 � 260円 枠 連（4－7） 890円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，630円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 22，960円

票 数

単勝票数 計 169624 的中 � 20862（3番人気）
複勝票数 計 248869 的中 � 27301（4番人気）� 51701（1番人気）� 21529（5番人気）
枠連票数 計 100950 的中 （4－7） 8735（3番人気）
馬連票数 計 284848 的中 �� 20901（3番人気）
馬単票数 計 157028 的中 �� 4693（6番人気）
ワイド票数 計 205178 的中 �� 14023（2番人気）�� 2985（18番人気）�� 8734（7番人気）
3連複票数 計 407567 的中 ��� 7857（10番人気）
3連単票数 計 492183 的中 ��� 1554（58番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．3―43．9―57．4―1：10．3―1：23．0―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オリエンタルイギー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．8．9 札幌10着

2013．3．5生 牡3栗 母 シルキーグルーヴ 母母 ルビータイガー 8戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 キングシャーロック号・スプリングガール号・トキノアイチャン号・ヤマタケジャイアン号

11028 4月16日 晴 良 （28福島1）第3日 第4競走 1，800�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
1：45．3
1：43．9

良
良

611 ブリガアルタ 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 436± 01：49．6 8．1�
23 テーオーピコタン 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 464－ 81：49．92 2．4�
713 マコトクラダリング 牝3鹿 54 吉田 隼人�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 494－101：50．0クビ 13．7�
35 スターズレディ 牝3栗 54 北村 友一 �社台レースホース栗田 徹 安平 追分ファーム 442± 01：50．1� 3．7�
815 ハロックライン 牝3鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 416－ 41：50．2� 8．4	
48 プルシアロワイヤル 牝3鹿 54 横山 和生�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 小河 豊水 428－121：50．3クビ 23．1

510 フラットアプローチ 牝3鹿 54 �島 良太�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 482 ―1：50．4� 51．9�
24 アカンパニスト 牝3鹿 54 杉原 誠人片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 大栄牧場 442＋101：50．82� 18．6�
12 カ ド バ ン 牝3栗 54

52 △長岡 禎仁芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 424± 01：50．9� 207．1
36 クレアーリヒ 牝3栗 54

52 △伴 啓太 �社台レースホース高柳 瑞樹 安平 追分ファーム 442 ―1：51．21� 135．7�
47 ウインマリカ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也�ウイン 宗像 義忠 平取 船越 伸也 414 ―1：51．52 97．3�
612 ア ラ ン チ ャ 牝3鹿 54 西田雄一郎 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 494＋ 21：51．71 167．2�
816 ノーブルパンドラ 牝3黒鹿54 丹内 祐次吉木 伸彦氏 松永 康利 浦河 �川 啓一 456－ 21：52．12� 304．8�
11 クィーンビー 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 478 ―1：52．52� 27．1�
714 アグリロゼッタ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也アグリRC 竹内 正洋 新ひだか 神垣 道弘 384＋ 41：52．92� 283．8�
59 ジ ス タ ー キ 牝3黒鹿54 津村 明秀 �シルクレーシング 田村 康仁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋181：53．21� 14．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，454，500円 複勝： 23，718，200円 枠連： 8，729，200円
馬連： 26，993，500円 馬単： 16，125，400円 ワイド： 18，083，300円
3連複： 35，890，800円 3連単： 46，920，700円 計： 193，915，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 220円 � 130円 � 230円 枠 連（2－6） 890円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，300円 �� 650円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 18，280円

票 数

単勝票数 計 174545 的中 � 17216（3番人気）
複勝票数 計 237182 的中 � 24207（4番人気）� 60094（1番人気）� 22864（5番人気）
枠連票数 計 87292 的中 （2－6） 7588（3番人気）
馬連票数 計 269935 的中 �� 20984（3番人気）
馬単票数 計 161254 的中 �� 4745（7番人気）
ワイド票数 計 180833 的中 �� 15703（2番人気）�� 3258（14番人気）�� 6927（7番人気）
3連複票数 計 358908 的中 ��� 7890（9番人気）
3連単票数 計 469207 的中 ��� 1860（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．1―48．9―1：01．7―1：14．1―1：26．3―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブリガアルタ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．12．20 中山3着

2013．4．17生 牝3鹿 母 ブリガドーン 母母 メインスルー 3戦1勝 賞金 6，800，000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 シゲルコブダイ号



11029 4月16日 晴 良 （28福島1）第3日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時05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

815 グラミスキャッスル 牝3鹿 54 石橋 脩飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 452± 01：09．6 8．0�
35 カゼノシッポ 牝3栗 54 津村 明秀�酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 430＋ 41：09．91� 21．6�
59 フ ェ イ ス 牡3栗 56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 日高 白井牧場 480± 01：10．11� 15．3�
612 ハミルトンパーク 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也 �コロンバスサークル 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 502－ 8 〃 クビ 34．8�
23 � ジングルベルロック 牝3青鹿54 中谷 雄太吉田 和美氏 高野 友和 仏 Mme Elisa-

beth Vidal 438－121：10．2クビ 1．7	
47 � ボスキャットグレイ 牡3芦 56 吉田 隼人林 正道氏 上原 博之 米 Dr. Jerry Bilinski

& Harry Patten 466－ 2 〃 クビ 4．2

36 ヒマラヤキンラン 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 千代田牧場 428＋ 71：10．41� 71．9�
11 ハ ル ク 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太�ダイリン 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 478－121：10．61� 22．9�
12 ルドロージエ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 2 〃 アタマ 41．8
713 ノブレジェンド 牡3鹿 56

54 △長岡 禎仁前田 亘輝氏 小島 茂之 様似 猿倉牧場 426－101：10．81� 134．3�
714 ウインプリマ 牝3栗 54

52 △井上 敏樹�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 428± 0 〃 アタマ 130．1�
24 クリノアルハンブラ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 460＋181：11．01� 39．4�
48 マロンバニラ 牝3栗 54 嶋田 純次坂本 万夫氏 水野 貴広 新冠 村上 欽哉 420－ 61：11．32 185．5�
611 インテグリティー 牡3鹿 56 田中 博康前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 470 ―1：11．51� 139．0�
510� ナスノフラッシュ 牡3鹿 56 伊藤 工真�須野牧場 和田 正道 米 WinStar

Farm, LLC B510± 01：11．6クビ 72．2�
816 ヒシヘンリー 牡3黒鹿 56

53 ▲荻野 極阿部 雅英氏 清水 久詞 日高 新井 昭二 478－ 21：11．81� 24．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，760，900円 複勝： 34，475，700円 枠連： 11，479，000円
馬連： 33，915，500円 馬単： 23，460，300円 ワイド： 23，835，100円
3連複： 50，583，800円 3連単： 75，706，800円 計： 275，217，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 310円 � 440円 � 450円 枠 連（3－8） 2，870円

馬 連 �� 7，920円 馬 単 �� 11，700円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 1，600円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 21，740円 3 連 単 ��� 111，330円

票 数

単勝票数 計 217609 的中 � 21513（3番人気）
複勝票数 計 344757 的中 � 31667（3番人気）� 19825（4番人気）� 19659（5番人気）
枠連票数 計 114790 的中 （3－8） 3093（10番人気）
馬連票数 計 339155 的中 �� 3318（19番人気）
馬単票数 計 234603 的中 �� 1503（31番人気）
ワイド票数 計 238351 的中 �� 3351（17番人気）�� 3842（15番人気）�� 3247（18番人気）
3連複票数 計 505838 的中 ��� 1745（62番人気）
3連単票数 計 757068 的中 ��� 493（271番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―11．7―11．6―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラミスキャッスル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．1．17 中山2着

2013．5．1生 牝3鹿 母 キャトルセゾン 母母 エミネントガール 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 ジングルベルロック号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成28年4月23日から

平成28年5月1日まで騎乗停止。（被害馬：1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ヴィランドリー号・キセキノヒーロー号・ベージョ号・ホープトウショウ号
（非抽選馬） 6頭 アカネバローロ号・ソニックタイガー号・ドエライナー号・ピコット号・ピュアウィッシーズ号・マーシフルレイン号

11030 4月16日 晴 良 （28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

816 ヤマニンリュウセイ 牡3栗 56 丸山 元気土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 460＋ 22：00．6 5．3�
11 コスモシャンティ 牡3栗 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 486－122：01．23� 5．7�
35 トライブキング 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 426－122：01．41� 17．9�
12 シュティルヴァルト 牡3栗 56 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 482＋102：01．61� 11．6�
713 ルーレットクイーン 牝3栗 54

52 △井上 敏樹黒川 哲美氏 武井 亮 浦河 昭和牧場 424－ 62：01．7クビ 2．8	
510 スカイムーヴァー 牡3青鹿56 石橋 脩星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 484＋ 6 〃 アタマ 4．6

59 トロピカルストーム �3黒鹿56 中谷 雄太吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436 ―2：01．8� 72．4�
48 ジ ュ ト ゥ ヴ 牝3鹿 54 高倉 稜�谷口牧場 岡田 稲男 浦河 谷口牧場 404－ 22：02．54 78．8�
612 エアビートワン 牡3栗 56

55 ☆�島 克駿 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 434－ 22：02．6� 13．6
36 ニシノジェニー 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也西村 亮二氏 武井 亮 平取 有限会社中
田牧場 420－10 〃 アタマ 113．6�

47 セブンスセンス 牝3鹿 54 杉原 誠人�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 452－102：03．23� 58．4�
23 ダートカウボーイ �3鹿 56 宮崎 北斗�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 464 ―2：03．3� 128．6�
815 ステイインハート 牝3鹿 54 丸田 恭介 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 398－182：03．72� 31．9�
714 マコトガラハッド 牡3鹿 56 北村 友一�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 492 ―2：04．12� 149．6�
611 オ フ リ ー ル 牝3黒鹿54 木幡 初広落合 幸弘氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 402－262：04．2� 89．5�
24 ジョージフォンテン 牡3鹿 56 丹内 祐次吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 456－ 62：04．3� 340．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，463，600円 複勝： 21，636，800円 枠連： 10，962，300円
馬連： 31，111，800円 馬単： 16，164，500円 ワイド： 19，391，400円
3連複： 40，305，500円 3連単： 51，932，300円 計： 209，968，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 240円 � 380円 枠 連（1－8） 1，040円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，590円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 7，580円 3 連 単 ��� 33，340円

票 数

単勝票数 計 184636 的中 � 27635（3番人気）
複勝票数 計 216368 的中 � 35148（3番人気）� 23489（4番人気）� 12562（7番人気）
枠連票数 計 109623 的中 （1－8） 8099（6番人気）
馬連票数 計 311118 的中 �� 15186（6番人気）
馬単票数 計 161645 的中 �� 3616（12番人気）
ワイド票数 計 193914 的中 �� 10980（4番人気）�� 2984（19番人気）�� 4224（13番人気）
3連複票数 計 403055 的中 ��� 3984（23番人気）
3連単票数 計 519323 的中 ��� 1129（106番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．4―12．5―12．8―12．5―12．2―12．1―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．4―34．8―47．3―1：00．1―1：12．6―1：24．8―1：36．9―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3
16，12（5，13）8（10，15）（4，2，6）－11－1－14，3－7，9
16，12（5，13）（8，15）10（2，6，1）4（3，14，9）11－7

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンリュウセイ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2015．9．12 中山3着

2013．2．9生 牡3栗 母 ヤマニンメルベイユ 母母 ヤマニンアリーナ 6戦1勝 賞金 8，850，000円
※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） 5頭 ゴールドエフォート号・パールオブウエスト号・フォルテミノル号・ラチェット号・ラブミーリル号
（非抽選馬） 2頭 アウズ号・キョウエイレグナム号



11031 4月16日 晴 良 （28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）

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

816� セ ト ア ロ ー 牡5鹿 57 松若 風馬難波 澄子氏 森 秀行 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

540＋ 41：09．4 2．3�
36 リリーヴィクトリー 牡4黒鹿57 北村 友一土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 500－ 61：09．61� 10．7�
612 メイショウボノム 牡4鹿 57 吉田 隼人松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 470＋121：09．7� 17．6�
713 ニシノイナズマ 牡5芦 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 500± 0 〃 ハナ 26．3�
23 サンビショップ 	4栗 57 古川 吉洋加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 448－ 6 〃 ハナ 12．0�
24 サーティグランド 牡4鹿 57

56 ☆中井 裕二山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 510－ 41：09．91� 16．8�
510
 キングヴァラール 牡4黒鹿57 川須 栄彦阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 514－201：10．11� 8．2	
714 ミスズモンブラン 牡5栗 57

56 ☆岩崎 翼永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 486＋ 21：10．2� 43．7

35 �
 エーシンサミット 牡6黒鹿 57

55 △長岡 禎仁野谷 美千氏 武市 康男 米 Centaur
Farms, Inc. B526－101：10．3� 309．5�

47 � ドラゴンスパン 牡5黒鹿 57
54 ▲木幡 巧也窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine

Farm & Darley 474－ 4 〃 ハナ 15．0�
815 ハッピーセーラー 牝5鹿 55 横山 和生合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 486＋ 2 〃 ハナ 221．1
48 スズカブリザード 牡10鹿 57 藤懸 貴志永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 498－141：10．51� 138．8�
59 ジャストザヨコハマ 牡4栗 57 丸山 元気ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 514－ 21：10．6クビ 17．1�
611 ナミノリゴリラ 牝4黒鹿 55

53 △伴 啓太小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 462－101：10．92 5．7�
11 ムラングシャンティ 牝4芦 55 高倉 稜三宅 勝俊氏 松元 茂樹 新ひだか 岡田牧場 476－161：11．0クビ 47．9�
12 カシノキングダム 牡4鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 B470－ 4 〃 クビ 68．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，701，300円 複勝： 27，984，300円 枠連： 11，725，000円
馬連： 34，806，400円 馬単： 18，683，400円 ワイド： 22，185，700円
3連複： 45，519，500円 3連単： 60，671，500円 計： 242，277，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 300円 � 340円 枠 連（3－8） 1，360円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 660円 �� 720円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 5，660円 3 連 単 ��� 20，980円

票 数

単勝票数 計 207013 的中 � 70737（1番人気）
複勝票数 計 279843 的中 � 74667（1番人気）� 20120（6番人気）� 17150（7番人気）
枠連票数 計 117250 的中 （3－8） 6672（5番人気）
馬連票数 計 348064 的中 �� 17537（5番人気）
馬単票数 計 186834 的中 �� 6645（4番人気）
ワイド票数 計 221857 的中 �� 8969（4番人気）�� 8085（6番人気）�� 2512（27番人気）
3連複票数 計 455195 的中 ��� 6024（17番人気）
3連単票数 計 606715 的中 ��� 2096（42番人気）

ハロンタイム 9．5―10．9―11．5―12．1―12．3―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．4―31．9―44．0―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．5
3 12（16，9）（6，10）11－（4，13）（1，7，14）（2，5）3－8，15 4 ・（12，16）6（9，10）11（4，13）（7，14）（1，3）（2，5）15，8

勝馬の
紹 介

�セ ト ア ロ ー �
�
父 Curlin �

�
母父 Jeune Homme デビュー 2013．7．21 中京8着

2011．2．22生 牡5鹿 母 Ramatuelle 母母 Villa Torlonia 16戦3勝 賞金 34，264，000円
［他本会外：2戦0勝］

※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 ケモノタイプ号
（非抽選馬） 3頭 アルマクレヨン号・ドリームポリーニ号・バーニーズ号

11032 4月16日 晴 良 （28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）

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
1：43．3
1：41．7

良
不良

814� トウケイアロー 牡5鹿 57
54 ▲荻野 極木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 増本牧場 466－201：47．1 6．4�

11 ハッピーメモリーズ 牡5芦 57
54 ▲原田 和真石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 482－ 8 〃 クビ 11．5�

35 � モ シ モ シ 牝6黒鹿55 杉原 誠人小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 420± 01：47．2クビ 32．8�
22 レイズオブザサン 牡7黒鹿57 藤懸 貴志吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 446－ 81：47．62� 4．9�
712� チョウエンペラー 牡5栗 57

54 ▲藤田菜七子丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 452－ 81：47．7クビ 5．3�
23 メイショウヤギリ 牡4黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 池添 学 日高 日西牧場 482＋ 41：47．91� 19．3�
46 レッドグルック 牡5鹿 57

54 ▲木幡 初也 	東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 484－ 6 〃 クビ 14．1

610 ベラフォレスタ 牝5黒鹿 55

53 △井上 敏樹 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 476－ 21：48．0クビ 11．7�
34 デュアルフレイム 牡4栗 57

54 ▲木幡 巧也 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 クビ 4．6
815� ト ラ ヴ ィ ス 牡5鹿 57

55 △伴 啓太�ターフ・スポート山内 研二 日高 ナカノファーム 480－ 8 〃 ハナ 83．6�
611 ヒラボクカイザー 牡4黒鹿 57

55 △長岡 禎仁	平田牧場 大竹 正博 浦河 高昭牧場 B470－ 21：48．1クビ 17．8�
59 ファイアフライ 牝4栗 55 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－ 41：48．84 109．1�
58 � ワンダーエターナル 牡5鹿 57

54 ▲森 裕太朗山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか 水丸牧場 452± 01：49．01� 135．2�
713� ウエバフラッシュ 牝4栗 55

53 △加藤 祥太上羽 浩平氏 牧田 和弥 伊達 高橋農場 490＋101：49．63� 24．7�
47 ジュリエッタ 牝4鹿 55

54 ☆�島 克駿中辻 明氏 大久保龍志 浦河 川越ファーム 444－ 61：52．0大差 24．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，475，400円 複勝： 26，355，900円 枠連： 12，405，000円
馬連： 35，801，700円 馬単： 19，220，800円 ワイド： 22，463，800円
3連複： 49，884，200円 3連単： 65，286，500円 計： 249，893，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 300円 � 420円 � 670円 枠 連（1－8） 3，700円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 5，520円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 3，320円 �� 3，090円

3 連 複 ��� 27，340円 3 連 単 ��� 96，990円

票 数

単勝票数 計 184754 的中 � 23059（4番人気）
複勝票数 計 263559 的中 � 24813（4番人気）� 16283（6番人気）� 9559（10番人気）
枠連票数 計 124050 的中 （1－8） 2593（20番人気）
馬連票数 計 358017 的中 �� 8799（12番人気）
馬単票数 計 192208 的中 �� 2608（20番人気）
ワイド票数 計 224638 的中 �� 5292（12番人気）�� 1718（46番人気）�� 1848（43番人気）
3連複票数 計 498842 的中 ��� 1368（100番人気）
3連単票数 計 652865 的中 ��� 488（374番人気）

ハロンタイム 6．8―10．8―11．3―12．2―13．2―13．5―13．5―12．6―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―28．9―41．1―54．3―1：07．8―1：21．3―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�トウケイアロー �
�
父 オンファイア �

�
母父 サツカーボーイ

2011．3．15生 牡5鹿 母 グリーンサンライズ 母母 クローストゥユー 22戦1勝 賞金 19，392，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 レッドグルック号の騎手嶋田純次は，第5競走での入線後の落馬負傷のため木幡初也に変更。
※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 ダンツホーネット号



11033 4月16日 晴 良 （28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 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
1：45．3
1：43．9

良
良

48 スペランツァデーア 牝5黒鹿55 川須 栄彦吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム B440－ 41：47．4 7．2�
23 ティックルゴールド 牝5鹿 55 勝浦 正樹 �シルクレーシング 田島 俊明 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 4 〃 ハナ 3．1�
714 エクストラファイン 牝4黒鹿55 丸山 元気 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 452± 01：47．61� 8．8�
611� マンディスキュア 牝5黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 470＋141：47．81� 30．7�
36 ヴェルジョワーズ 牝5鹿 55 伊藤 工真 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 21：47．9クビ 8．8	
11 プレスクアイル 牝4黒鹿55 石橋 脩吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480＋ 8 〃 ハナ 20．7

12 � レッドベリンダ 牝4鹿 55 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 440－ 8 〃 クビ 4．9�
816 エストレージャ 牝4黒鹿 55

53 △伴 啓太 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 492＋241：48．32� 170．8�
24 イタリアンフェッテ 牝5鹿 55

52 ▲木幡 巧也芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 410＋ 21：48．51 34．0
510� ハートオブジュン 牝5鹿 55

53 △長岡 禎仁�広富牧場 松山 将樹 浦河 信成牧場 468－131：48．6� 84．8�
815 アローシルバー 牝4栗 55 北村 友一佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 474－ 4 〃 アタマ 50．9�
47 ノーブルルージュ 牝4黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 450－ 21：48．81� 7．5�
713 サ グ レ ス 牝5黒鹿55 黛 弘人 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 474－ 61：49．11� 18．4�
59 ソムニアシチー 牝6鹿 55

53 △井上 敏樹 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 446－ 41：49．73� 54．5�
612 ミューラルクラウン 牝5黒鹿55 中谷 雄太 �グリーンファーム和田正一郎 千歳 社台ファーム 484＋ 81：50．97 128．7�
35 � タカラフローリック 牝5芦 55

53 △加藤 祥太村山 義男氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 484－16 〃 ハナ 92．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，388，100円 複勝： 27，593，400円 枠連： 13，400，200円
馬連： 36，453，300円 馬単： 20，069，100円 ワイド： 22，197，300円
3連複： 54，533，800円 3連単： 67，642，700円 計： 260，277，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 170円 � 140円 � 260円 枠 連（2－4） 490円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，250円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，400円 3 連 単 ��� 24，980円

票 数

単勝票数 計 183881 的中 � 20182（3番人気）
複勝票数 計 275934 的中 � 40466（2番人気）� 64549（1番人気）� 22004（6番人気）
枠連票数 計 134002 的中 （2－4） 20779（1番人気）
馬連票数 計 364533 的中 �� 25043（2番人気）
馬単票数 計 200691 的中 �� 4977（9番人気）
ワイド票数 計 221973 的中 �� 14017（2番人気）�� 4313（16番人気）�� 7578（7番人気）
3連複票数 計 545338 的中 ��� 12006（7番人気）
3連単票数 計 676427 的中 ��� 1963（67番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．9―12．5―11．6―12．3―12．6―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―22．5―34．4―46．9―58．5―1：10．8―1：23．4―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

スペランツァデーア �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Xaar デビュー 2013．6．9 阪神8着

2011．3．21生 牝5黒鹿 母 ウェイクアップマギー 母母 Kalagold 22戦2勝 賞金 25，299，000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 ノーブルソニック号・ヤマニンバステト号

11034 4月16日 晴 良 （28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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

47 メイアルーア 牡4栗 57 古川 吉洋 �キャロットファーム 伊藤 大士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 62：41．5 9．4�

612 ナンヨーテンプル 牡4黒鹿57 黛 弘人中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 480－14 〃 アタマ 17．2�
36 � スリーヴェローチェ 牡7鹿 57 加藤 祥太永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 468－ 42：41．71� 24．4�
611 ウインブルーローズ 牡4鹿 57 津村 明秀�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 472－ 2 〃 クビ 6．5�
815� キーフォーサクセス 牡4黒鹿57 吉田 隼人 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 444± 02：41．8クビ 21．5	
48 バトルクライス 牡4鹿 57 丸山 元気宮川 秋信氏 吉村 圭司 新ひだか 西村 和夫 462＋ 2 〃 アタマ 5．1

11 チ ャ リ シ ー 牝4鹿 55 勝浦 正樹吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 500－ 6 〃 クビ 10．6�
23 マスタープラマー 牡4栗 57 井上 敏樹岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 450－ 22：42．0� 55．6�
59 ウインステージ 牝5栗 55 高倉 稜�ウイン 池上 昌和 新冠 コスモヴューファーム 394＋ 42：42．32 159．8
24 テ ン カ イ チ 牡6鹿 57 田中 博康大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 450± 02：42．4� 68．7�
713� コパノハミルトン 牡4黒鹿57 丸田 恭介小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 486－ 22：42．5クビ 44．2�
35 トーカティヴ 	4青鹿57 木幡 巧也 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 438＋ 22：42．6
 69．2�
714 マイネルカレッツァ 牡4黒鹿57 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 日高 白井牧場 490－18 〃 クビ 3．2�
816 ウインレーベン 牡5青鹿57 丹内 祐次�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 454－ 22：42．7� 6．0�
12 � ピースワンポイント 牡4黒鹿57 長岡 禎仁長谷川成利氏 松山 将樹 浦河 昭和牧場 504＋ 4 〃 ハナ 189．3�
510 ベ ル メ ー ル 牝4鹿 55 松若 風馬畑佐 博氏 水野 貴広 新冠 細川農場 494－ 82：44．7大差 106．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，099，200円 複勝： 39，447，100円 枠連： 19，043，800円
馬連： 55，159，500円 馬単： 25，856，400円 ワイド： 30，708，200円
3連複： 77，620，300円 3連単： 101，922，000円 計： 372，856，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 320円 � 530円 � 710円 枠 連（4－6） 790円

馬 連 �� 7，660円 馬 単 �� 13，790円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 3，410円 �� 5，320円

3 連 複 ��� 50，880円 3 連 単 ��� 254，800円

票 数

単勝票数 計 230992 的中 � 19655（5番人気）
複勝票数 計 394471 的中 � 36040（5番人気）� 19204（7番人気）� 13684（8番人気）
枠連票数 計 190438 的中 （4－6） 18471（3番人気）
馬連票数 計 551595 的中 �� 5575（26番人気）
馬単票数 計 258564 的中 �� 1406（50番人気）
ワイド票数 計 307082 的中 �� 3280（26番人気）�� 2320（33番人気）�� 1476（46番人気）
3連複票数 計 776203 的中 ��� 1144（127番人気）
3連単票数 計1019220 的中 ��� 290（638番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．7―12．3―13．3―12．9―13．5―13．4―12．3―12．2―12．2―11．6―12．1

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�
12．9―24．0―35．7―48．0―1：01．3―1：14．2―1：27．7―1：41．1―1：53．4―2：05．6―2：17．8―2：29．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．1―3F35．9
1
�
10，14（8，15）16（1，2）12（6，3）7，9，11，5（4，13）・（10，14）15（8，16）（1，12，7）6（11，5）（4，3，2）（9，13）

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

勝馬の
紹 介

メイアルーア �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Sunray Spirit デビュー 2014．11．16 東京2着

2012．2．20生 牡4栗 母 カ ニ ョ ッ ト 母母 Compagne 9戦2勝 賞金 22，398，000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 ブランダルジャン号



11035 4月16日 晴 良 （28福島1）第3日 第11競走 ��1，150�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，27．4．18以降28．4．10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 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

24 ショコラブラン 牡4芦 57 丸田 恭介 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 470± 01：08．5 4．0�
47 � フライングニンバス 牝4鹿 55 吉田 隼人橋元 勇氣氏 野中 賢二 米 Glendalough

LLC 508± 01：08．71� 2．8�
714 ア レ ッ ト �5青 56 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510－ 61：08．8� 5．1�
12 	 スズカプリオール 牡5鹿 54 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B500－ 41：08．9� 95．1�
510 ワキノハガクレ 牡4黒鹿54 津村 明秀脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 422－ 4 〃 ハナ 39．8�
36 ドリームカイザー 牡5栗 53 川須 栄彦ライオンレースホース	 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 512± 0 〃 アタマ 30．4

11 ベストリーダー 牝5栗 53 井上 敏樹 �社台レースホース中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 41：09．32� 23．9�
48 	 チェリーサマー 牡4鹿 55 勝浦 正樹櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 514－ 21：09．4クビ 15．9�
612 ナリタモード 牝5栗 54 藤懸 貴志	オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 440＋ 21：09．5� 25．7
713 ア ヴ ァ ー ル 牝5栗 52 岩崎 翼前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 446－ 8 〃 クビ 49．8�
23 スキースクール 牝4青鹿52 丸山 元気 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 4 〃 ハナ 43．6�
35 オーガンディー 牝5芦 51 加藤 祥太栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 448＋161：09．92� 139．3�
816 テイエムシャンパン 牡4芦 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 470－161：10．11
 83．3�
815 タガノヴェルリー 牝4鹿 53 北村 友一八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B446± 01：10．41� 8．6�
59 セイウンチカラ 牡6鹿 54 藤田菜七子成田 隆好氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 496－ 81：10．5クビ 37．2�
611� ワンダフルラスター 牡4鹿 54 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 米 Spendthrift

Farm LLC B520－12 〃 ハナ 21．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，977，300円 複勝： 68，882，200円 枠連： 35，753，700円
馬連： 149，316，200円 馬単： 67，144，900円 ワイド： 71，050，600円
3連複： 213，365，900円 3連単： 306，753，200円 計： 958，244，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 120円 � 160円 枠 連（2－4） 460円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 230円 �� 460円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 4，340円

票 数

単勝票数 計 459773 的中 � 90893（2番人気）
複勝票数 計 688822 的中 � 132730（2番人気）� 178112（1番人気）� 91011（3番人気）
枠連票数 計 357537 的中 （2－4） 60010（1番人気）
馬連票数 計1493162 的中 �� 209032（1番人気）
馬単票数 計 671449 的中 �� 43887（2番人気）
ワイド票数 計 710506 的中 �� 87549（1番人気）�� 36645（3番人気）�� 41532（2番人気）
3連複票数 計2133659 的中 ��� 130020（1番人気）
3連単票数 計3067532 的中 ��� 51182（2番人気）

ハロンタイム 9．4―11．0―11．5―12．0―12．1―12．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．4―31．9―43．9―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショコラブラン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．22 京都1着

2012．3．21生 牡4芦 母 アグネスショコラ 母母 スキーパラダイス 14戦3勝 賞金 56，063，000円
〔発走状況〕 スキースクール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ショコラブラン号の騎手丸田恭介は，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100，000円。（被害馬：13番・

9番・11番・8番・3番）
〔調教再審査〕 スキースクール号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ファインスカイ号
（非抽選馬）11頭 ウチデノコヅチ号・ギャラクシーエクス号・クーゲル号・スズカアーサー号・タニセンジャッキー号・

トウケイタイガー号・トウショウデュエル号・トーセンミッション号・プラチナコード号・ラファーガ号・
ルージュロワイヤル号

11036 4月16日 晴 良 （28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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

612 デンコウウノ 牡5鹿 57 �島 良太田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 482± 01：09．6 6．5�
47 ケイアイヴァーゲ 牡6鹿 57 西田雄一郎亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 日進牧場 436－141：09．81� 8．6�
59 � ムーンドロップ 牡5鹿 57 横山 和生�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 444－14 〃 クビ 59．4�
713 コスモマイルール 牝5栗 55 井上 敏樹岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 434± 0 〃 ハナ 36．1�
611 タガノビーンズ 牝5鹿 55 古川 吉洋八木 秀之氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 420－ 61：09．9クビ 54．0�
816 レッドルシアン 牝5栗 55 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 432－10 〃 アタマ 102．5	
815 ベルリネッタ 牡5鹿 57 松若 風馬大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 456± 0 〃 クビ 3．2

714� スズカブレーン 牡4鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 476－ 4 〃 ハナ 25．7�
35 ヴァッフシュテルケ 牡5青鹿57 岩崎 翼�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 490＋ 81：10．0	 55．4
12 ステイブレイズ 牝5鹿 55 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新冠 中本 隆志 468－ 21：10．21 122．4�
48 オトコギマサムネ 牡5鹿 57 北村 友一塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 484－101：10．41� 6．1�
510 ドリームマークス 牡6鹿 57 丸山 元気ライオンレースホース� 池上 昌弘 新冠 長沼 幸一 458－ 61：10．5	 68．8�
11 � カガハリウッド 牡4栗 57 岩部 純二香川 憲次氏 萱野 浩二 新冠 三村 卓也 472－17 〃 ハナ 25．9�
23 
 エナジータウン 牡4鹿 57 丸田 恭介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 460＋ 2 〃 ハナ 9．9�
24 ベルモントラハイナ 牝5鹿 55 吉田 隼人�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 468＋ 61：10．82 5．6�
36 マイネルデアデビル 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 日高 北田 剛 486－121：10．9� 27．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，132，200円 複勝： 48，100，000円 枠連： 25，432，700円
馬連： 84，021，600円 馬単： 38，575，600円 ワイド： 45，522，800円
3連複： 117，454，500円 3連単： 165，751，600円 計： 554，991，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 250円 � 260円 � 1，200円 枠 連（4－6） 1，020円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 4，490円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 5，320円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 33，490円 3 連 単 ��� 130，760円

票 数

単勝票数 計 301322 的中 � 36964（4番人気）
複勝票数 計 481000 的中 � 55230（4番人気）� 52889（5番人気）� 8602（12番人気）
枠連票数 計 254327 的中 （4－6） 19221（5番人気）
馬連票数 計 840216 的中 �� 26106（10番人気）
馬単票数 計 385756 的中 �� 6433（15番人気）
ワイド票数 計 455228 的中 �� 11517（10番人気）�� 2162（56番人気）�� 2761（45番人気）
3連複票数 計1174545 的中 ��� 2630（110番人気）
3連単票数 計1657516 的中 ��� 919（373番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．4―11．7―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．6―46．3―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．0
3 ・（3，6）（4，5，14，15）（2，8，12）10，16（1，7，11）（9，13） 4 ・（3，6，15）（4，5，14，12）（2，8，10，16）（1，7，11）（9，13）

勝馬の
紹 介

デンコウウノ �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー 2013．6．30 函館2着

2011．4．1生 牡5鹿 母 ツ リ ー 母母 サクラコトミ 24戦2勝 賞金 26，384，000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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オートクレール号
（非抽選馬） 4頭 クールジョジョ号・サウンドドゥイット号・スリーネルソン号・ハヤブサライデン号



（28福島1）第3日 4月16日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 189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

160，200，000円
1，270，000円
9，140，000円
1，830，000円
16，120，000円
71，555，000円
4，888，000円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
260，233，800円
393，049，300円
177，757，900円
570，058，400円
294，524，800円
331，071，200円
806，448，200円
1，095，775，700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 3，928，919，300円

総入場人員 10，748名 （有料入場人員 8，981名）
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