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11061 4月24日 晴 良 （28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

510 アポロガッツ 牝3栗 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 むかわ 真壁 信一 476－ 41：09．6 9．5�
713 ラッキーガナドール 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 巧也上羽 浩平氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 498－ 41：09．7� 4．9�

816 ハヤブサミカリン 牝3芦 54
52 △伴 啓太武田 修氏 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム B452－ 21：10．12� 7．7�

23 メイショウレオネス 牝3青鹿 54
52 △長岡 禎仁松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 430＋ 21：10．31� 208．4�

612 ココロノキャンバス 牝3栗 54
52 △井上 敏樹田頭 勇貴氏 中舘 英二 日高 いとう牧場 390－12 〃 ハナ 31．2�

36 ジツリキヤシャ 牝3栗 54 吉田 隼人河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 438＋ 41：10．51� 23．6	
12 ハ ネ ト 牝3鹿 54 二本柳 壮矢野 和雅氏 柴田 政人 日高 ノースガーデン 448－141：10．6� 35．8

48 バ ー ス デ イ 牝3栗 54

51 ▲原田 和真薪浦 亨氏 和田 雄二 安平 吉田 三郎 400－12 〃 アタマ 217．4�
59 ゼロカラノキセキ 牝3鹿 54 黛 弘人広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 480 ―1：10．7クビ 25．9
11 グランパルファン 牝3鹿 54 北村 友一 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 452－ 61：10．8� 1．8�
35 サ ノ ラ イ ド 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 平取 川向高橋育
成牧場 446－ 81：10．9� 110．7�

47 サトノアイリ 牝3黒鹿54 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 412－ 21：11．0クビ 16．8�
611 レ オ パ ラ ス 牝3鹿 54 丸山 元気�レオ 古賀 慎明 新ひだか 平野牧場 440－ 2 〃 ハナ 31．8�
714 アラモアナブルーム 牝3黒鹿54 丹内 祐次横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 新ひだか 今 牧場 442＋181：11．32 35．6�
815 テーオーエルメス 牝3栗 54 五十嵐雄祐小笹 公也氏 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 448－ 41：12．89 447．4�
24 ピンクルパン 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也飯田 政子氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 390 ―1：13．86 234．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，442，700円 複勝： 23，856，500円 枠連： 10，155，700円
馬連： 31，455，000円 馬単： 18，159，300円 ワイド： 23，016，900円
3連複： 50，949，000円 3連単： 63，455，900円 計： 237，491，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 230円 � 180円 � 230円 枠 連（5－7） 1，350円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 540円 �� 610円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 23，580円

票 数

単勝票数 計 164427 的中 � 13749（4番人気）
複勝票数 計 238565 的中 � 25746（4番人気）� 39254（2番人気）� 25955（3番人気）
枠連票数 計 101557 的中 （5－7） 5822（6番人気）
馬連票数 計 314550 的中 �� 14349（7番人気）
馬単票数 計 181593 的中 �� 3373（15番人気）
ワイド票数 計 230169 的中 �� 10833（5番人気）�� 9470（8番人気）�� 11955（4番人気）
3連複票数 計 509490 的中 ��� 10553（10番人気）
3連単票数 計 634559 的中 ��� 1951（65番人気）

ハロンタイム 9．5―10．7―11．3―11．9―12．5―13．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．2―31．5―43．4―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロガッツ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2015．12．19 中山8着

2013．5．2生 牝3栗 母 トップバナナ 母母 トップポジション 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 ラッキーガナドール号の騎手木幡巧也は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピンクルパン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月24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 カリアティード号

11062 4月24日 晴 良 （28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

24 ブレイズガール 牝3鹿 54
52 △加藤 祥太岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 478＋ 61：09．8 14．6�

714 コスモバード 牡3鹿 56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 池上 昌和 日高 中前牧場 488－ 41：10．33 2．3�
48 ピーエムルッカ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹松山 毅氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 440－ 41：10．51� 7．6�
713 リンガスウラン 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 谷岡牧場 408＋ 6 〃 クビ 10．6�
59 ミライヘノサイン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 シンユウフアーム 428＋ 4 〃 クビ 4．4�
816 クリアーウェイ 牝3鹿 54 津村 明秀合同会社小林英一

ホールディングス 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 448－ 61：10．71 25．1�
815 ヴィランドリー 牝3栗 54 西村 太一	ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 元道牧場 450± 01：10．8� 30．9

11 サンボルドー 牝3鹿 54 菱田 裕二加藤 信之氏 清水 英克 浦河 浦河小林牧場 436－ 6 〃 アタマ 93．6�
510 シャイニーユース 牝3栗 54 横山 和生永田さなえ氏 畠山 吉宏 新冠 村上牧場 412－181：11．01 24．4�
612 ラパンノワール 牝3青鹿54 丸山 元気 	社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 418－ 81：11．21� 10．9
611 イネディット 牝3栗 54 黛 弘人 �アドバンス・サッポロ 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 384－ 8 〃 クビ 117．2�
47 テイエムアムンゼン 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム
牧場株式会社 444－10 〃 ハナ 42．8�

35 ベレーザフォンテン 牝3黒鹿54 丸田 恭介吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 444 ―1：11．3� 44．0�
12 ワールドムーン 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤牧場 374－221：11．61� 331．7�
23 レシタルウォース 牡3栗 56 岡田 祥嗣髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 王蔵牧場 452＋18 〃 クビ 101．7�
36 マ ス カ ー ニ 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼ライオンレースホース� 岩元 市三 日高 Shall Farm 464 ―1：14．1大差 68．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，344，700円 複勝： 20，353，700円 枠連： 9，899，200円
馬連： 29，591，000円 馬単： 16，706，700円 ワイド： 18，844，200円
3連複： 41，198，200円 3連単： 53，600，200円 計： 205，537，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 380円 � 130円 � 220円 枠 連（2－7） 1，870円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 6，830円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，990円 �� 430円

3 連 複 ��� 5，620円 3 連 単 ��� 48，750円

票 数

単勝票数 計 153447 的中 � 8399（6番人気）
複勝票数 計 203537 的中 � 10213（6番人気）� 56466（1番人気）� 21396（3番人気）
枠連票数 計 98992 的中 （2－7） 4084（8番人気）
馬連票数 計 295910 的中 �� 8417（7番人気）
馬単票数 計 167067 的中 �� 1834（22番人気）
ワイド票数 計 188442 的中 �� 5649（7番人気）�� 2268（22番人気）�� 12244（2番人気）
3連複票数 計 411982 的中 ��� 5494（13番人気）
3連単票数 計 536002 的中 ��� 797（140番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―11．9―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．3―46．2―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブレイズガール �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2015．12．12 阪神10着

2013．4．7生 牝3鹿 母 ア ペ イ ロ ン 母母 カ リ ー ノ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マスカーニ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月24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 トミケンルパウス号

第１回 福島競馬 第６日



11063 4月24日 晴 良 （28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

47 フジマサスペシャル 牡3鹿 56
53 ▲木幡 巧也藤原 正一氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B494± 01：49．3 5．5�

46 エドノマツオー 牡3栗 56 的場 勇人遠藤 喜松氏 的場 均 新ひだか 沖田 忠幸 476－ 41：49．4� 8．2�
59 ゴ テ ツ 牡3青鹿56 吉田 隼人橋元 勇氣氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 480－ 21：49．61� 1．8�
815 シゲルシマカツオ 牡3鹿 56

54 △伴 啓太森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 松本 信行 434－ 4 〃 アタマ 20．1�
58 トキノアイチャン 牡3黒鹿56 津村 明秀田中 準市氏 相沢 郁 新冠 川上牧場 B436－ 41：49．81� 85．8�
34 ス フ ェ ー ン 牡3鹿 56 丸山 元気キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 436－ 61：50．11� 13．6�
11 キングズミッション 牡3栗 56 北村 友一吉田 千津氏 高木 登 千歳 社台ファーム 448－ 41：50．31 5．3	
23 ユ メ ミ グ サ 牡3栗 56 菱田 裕二 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新ひだか 岡田スタツド 490－161：50．51� 75．2�
814 カジノノーブル 牡3栗 56 丸田 恭介遠藤 良一氏 奥村 武 新ひだか カタオカフアーム 404－ 61：51．77 220．2�
611 ゲンパチタッチ 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 三石橋本牧場 504＋101：51．8� 46．8
713 セ イ ザ ン 牝3栗 54

52 △長岡 禎仁久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 452－ 61：52．11� 95．8�
712 クレオヘリオス 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二池田 草龍氏 高橋 祥泰 新冠 上井農場 526 ―1：52．63 51．3�
610 ビレッジイッキ 牡3青鹿56 横山 和生村山 輝雄氏 小野 次郎 日高 坂 牧場 B476＋ 41：52．81� 74．5�
35 ブラッドジャーニー 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真�本桐牧場 清水 英克 新ひだか 本桐牧場 412－161：53．86 257．7�
22 リュクスレーヴ 牝3鹿 54

52 △加藤 祥太田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 454－ 21：56．9大差 253．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 16，270，200円 複勝： 27，322，800円 枠連： 9，304，900円
馬連： 30，385，600円 馬単： 19，489，700円 ワイド： 18，848，600円
3連複： 43，408，400円 3連単： 72，789，900円 計： 237，820，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 130円 � 150円 � 110円 枠 連（4－4） 2，030円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，940円

ワ イ ド �� 470円 �� 230円 �� 250円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 9，080円

票 数

単勝票数 計 162702 的中 � 23359（3番人気）
複勝票数 計 273228 的中 � 41742（2番人気）� 32456（4番人気）� 109081（1番人気）
枠連票数 計 93049 的中 （4－4） 3547（7番人気）
馬連票数 計 303856 的中 �� 11558（8番人気）
馬単票数 計 194897 的中 �� 3702（14番人気）
ワイド票数 計 188486 的中 �� 8851（7番人気）�� 22752（2番人気）�� 20132（3番人気）
3連複票数 計 434084 的中 ��� 41592（2番人気）
3連単票数 計 727899 的中 ��� 5808（25番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．7―31．6―45．2―58．9―1：11．8―1：24．5―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フジマサスペシャル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Green Desert デビュー 2015．6．20 東京2着

2013．4．3生 牡3鹿 母 スイートフルーレ 母母 Kenbu 8戦1勝 賞金 10，300，000円
〔制裁〕 ユメミグサ号の騎手菱田裕二は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リュクスレーヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年6月24日まで平地競

走に出走できない。

11064 4月24日 晴 良 （28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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード2：59．3良

55 マイネルポルトゥス 牡4鹿 59 上野 翔 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 482－ 23：01．3 2．1�

710 シゲルオウシザ 牡6栗 60 小野寺祐太森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 510－103：02．57 22．8�
44 ドリームトレイン 牡7黒鹿60 中村 将之前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 510－ 43：02．71� 4．7�
56 � エクセレントミノル 牡5鹿 60 石神 深一吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 480－ 23：03．97 26．9�
79 � ポンデザムール �6黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 510± 03：04．96 24．3�
812� ウルトラサウンド 牡6鹿 60 浜野谷憲尚馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 518＋ 83：05．53	 6．4	
68 ボーイフレンド 牡7栗 60 平沢 健治北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 452＋ 4 〃 アタマ 33．5

11 ウインスプラッシュ 牡5鹿 60 北沢 伸也�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 504－ 43：05．7
 11．4�
22 プルーヴダモール 牝4芦 57 森 一馬 �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 430＋ 63：06．02 18．0
33 リターンエース 牡4栗 59 大江原 圭西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 442－ 6 〃 ハナ 46．0�
67 テイエムソラトブ 牡4栗 59 江田 勇亮竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 武雄 472＋ 63：08．0大差 116．7�
811 メイショウゲントク 牡4栗 59 熊沢 重文松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 468－ 43：09．610 10．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 13，525，200円 複勝： 14，226，700円 枠連： 8，137，400円
馬連： 22，564，000円 馬単： 14，616，100円 ワイド： 14，205，300円
3連複： 35，992，900円 3連単： 58，511，000円 計： 181，778，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 340円 � 160円 枠 連（5－7） 840円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 710円 �� 240円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 14，560円

票 数

単勝票数 計 135252 的中 � 50271（1番人気）
複勝票数 計 142267 的中 � 38276（1番人気）� 7496（7番人気）� 23000（2番人気）
枠連票数 計 81374 的中 （5－7） 7484（3番人気）
馬連票数 計 225640 的中 �� 8356（6番人気）
馬単票数 計 146161 的中 �� 3645（8番人気）
ワイド票数 計 142053 的中 �� 4720（5番人気）�� 18050（1番人気）�� 2870（15番人気）
3連複票数 計 359929 的中 ��� 9393（5番人気）
3連単票数 計 585110 的中 ��� 2913（34番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 52．5－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルポルトゥス �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ピルサドスキー デビュー 2014．7．6 函館2着

2012．4．2生 牡4鹿 母 コスモボヤージュ 母母 アドベンチャーオン 障害：3戦1勝 賞金 10，500，000円



11065 4月24日 晴 良 （28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

36 ウインブルースカイ 牡3栗 56
53 ▲木幡 巧也�ウイン 清水 英克 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 456－ 22：40．5 5．7�
24 ジ ュ イ ー ル 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼前田 幸治氏 角田 晃一 日高 山際 辰夫 B500＋ 22：40．71� 15．2�
12 カントリーロード 牡3黒鹿56 津村 明秀三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム B446－ 22：40．8� 4．4�
815 アスターサムソン �3鹿 56 岡田 祥嗣加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－142：40．9� 3．9�
713 スイートメモリーズ 牝3黒鹿54 菱田 裕二堀口 晴男氏 中川 公成 新ひだか 三石ファーム 482－ 82：41．32� 13．5	
714 レッドバルトーク 牡3黒鹿56 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 448－ 8 〃 ハナ 21．5

48 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 452－ 62：41．72� 8．8�
510 スパイクサーブ 牡3栃栗56 丸山 元気保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492－ 62：42．23 7．6�
612 ホイストポイント 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真 スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 466－ 42：42．83� 208．6�
816 ブ ロ ン テ 牡3芦 56 伊藤 工真佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新冠 森永 聡 428± 02：43．86 30．9�
35 	 エイリアンラバボー 牡3芦 56

54 △井上 敏樹林 正道氏 武井 亮 仏 Guy Pari-
ente Holding 460－ 42：43．9� 17．0�

59 ヴィレッジダンサー 牝3鹿 54 平野 優木村牧場 伊藤 大士 日高 木村牧場 480－ 42：44．0クビ 47．6�
47 ブラソンアスール 牡3鹿 56 宮崎 北斗青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 470－ 2 〃 アタマ 164．4�
23 ワイルドハーブ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也 スピードファーム武藤 善則 浦河 鵜木 唯義 434－ 82：44．85 152．8�
611 シャイニーストーム 牡3鹿 56 丹内 祐次小林 昌志氏 武井 亮 平取 川向高橋育

成牧場 454－ 82：46．410 29．5�
11 	 ブルービーム 牡3黒鹿56 黛 弘人田畑 利彦氏 鈴木 孝志 仏 Haras de

Bernesq 464± 02：47．25 140．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，704，200円 複勝： 22，693，800円 枠連： 11，855，200円
馬連： 31，680，400円 馬単： 17，705，600円 ワイド： 21，652，500円
3連複： 45，719，100円 3連単： 59，541，700円 計： 226，552，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 350円 � 150円 枠 連（2－3） 3，680円

馬 連 �� 4，760円 馬 単 �� 8，840円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 410円 �� 820円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 30，960円

票 数

単勝票数 計 157042 的中 � 21999（3番人気）
複勝票数 計 226938 的中 � 32548（3番人気）� 12956（7番人気）� 45738（1番人気）
枠連票数 計 118552 的中 （2－3） 2491（17番人気）
馬連票数 計 316804 的中 �� 5156（17番人気）
馬単票数 計 177056 的中 �� 1502（35番人気）
ワイド票数 計 216525 的中 �� 3508（18番人気）�� 14583（2番人気）�� 6609（8番人気）
3連複票数 計 457191 的中 ��� 7790（10番人気）
3連単票数 計 595417 的中 ��� 1394（80番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．2―12．2―12．4―12．0―12．5―13．3―12．5―12．2―12．3―12．0―12．6

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�
13．0―24．3―36．5―48．7―1：01．1―1：13．1―1：25．6―1：38．9―1：51．4―2：03．6―2：15．9―2：27．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．1―3F36．9
1
�
・（4，9）10，11（3，6，7）（2，5）12－（16，13，14）（8，15）－1
4（9，10）（6，2，15）（11，14，7）（16，5，8）12（3，13）＝1

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

勝馬の
紹 介

ウインブルースカイ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．9．27 中山12着

2013．4．21生 牡3栗 母 ブライアンマリア 母母 ホッポウマリア 7戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャイニーストーム号・ブルービーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

5月24日まで平地競走に出走できない。

11066 4月24日 晴 良 （28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

612 ユ ッ セ 牝3栗 54 横山 和生�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社
松田牧場 462－ 21：09．3 16．7�

611 マイネルロタシオン 牡3栗 56 丸山 元気 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 468± 01：10．04 34．1�

23 ファインキャプテン 牡3栗 56 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 470－ 2 〃 ハナ 3．1�
24 ソニックタイガー 牡3黒鹿56 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 460＋ 6 〃 アタマ 42．1�
816 シェヴェルニー 牝3黒鹿54 西村 太一�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 432＋161：10．42� 17．9	
12 コクリュウカフェ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 巧也西川 恭子氏 小島 太 様似 中脇 一幸 448± 01：10．5� 8．9

510 キセキノヒーロー 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也�ジェイアール 黒岩 陽一 新ひだか 神垣 道弘 438＋ 21：10．6� 130．0�
714 ラ ン ポ ル テ 牝3芦 54 吉田 隼人平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 水丸牧場 456－ 61：10．7� 3．3�
35 ベ ー ジ ョ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 浦河 山田 昇史 466－141：10．8� 67．4
48 ホープトウショウ 牝3鹿 54 丸田 恭介トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B456± 01：10．9� 170．6�
47 エレガントビーナス 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真澤田 新吾氏 小桧山 悟 新冠 競優牧場 416± 0 〃 クビ 20．9�
59 キープサニーハート 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹堀口 晴男氏 蛯名 利弘 浦河 丸村村下
ファーム 462± 01：11．0� 5．3�

11 アカネバローロ 牝3鹿 54 森 一馬ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 456－161：11．31� 124．6�
713 プロジェクション 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁�和田牧場 和田正一郎 千歳 社台ファーム B466－10 〃 ハナ 18．9�
36 カヤドーメジャー 牡3鹿 56 菱田 裕二黒澤 尚氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 438－ 6 〃 クビ 81．9�
815 クインズヴィーナス 牝3黒鹿 54

52 △加藤 祥太 �クイーンズ・ランチ 西村 真幸 浦河 村下 明博 438－ 2 （競走中止） 55．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，531，100円 複勝： 21，421，300円 枠連： 9，424，600円
馬連： 31，801，800円 馬単： 17，905，100円 ワイド： 19，419，900円
3連複： 44，881，100円 3連単： 59，648，000円 計： 221，032，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 580円 � 490円 � 200円 枠 連（6－6） 22，260円

馬 連 �� 18，680円 馬 単 �� 36，090円

ワ イ ド �� 5，020円 �� 830円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 13，620円 3 連 単 ��� 126，440円

票 数

単勝票数 計 165311 的中 � 7888（5番人気）
複勝票数 計 214213 的中 � 8528（8番人気）� 10331（6番人気）� 34889（2番人気）
枠連票数 計 94246 的中 （6－6） 328（32番人気）
馬連票数 計 318018 的中 �� 1319（49番人気）
馬単票数 計 179051 的中 �� 372（90番人気）
ワイド票数 計 194199 的中 �� 957（49番人気）�� 6269（6番人気）�� 3841（11番人気）
3連複票数 計 448811 的中 ��� 2470（41番人気）
3連単票数 計 596480 的中 ��� 342（390番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―12．0―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．6―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユ ッ セ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．9．13 中山8着

2013．2．24生 牝3栗 母 ビクトワールイゾレ 母母 エアシビュラ 8戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走中止〕 クインズヴィーナス号は，競走中に異常歩様となったため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 エレガントビーナス号の騎手原田和真は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・1番）
〔調教再審査〕 クインズヴィーナス号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ピコット号
（非抽選馬） 1頭 ソラーレ号



11067 4月24日 晴 良 （28福島1）第6日 第7競走 1，700�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
1：43．3
1：41．7

良
不良

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 492＋101：47．0 5．2�
11 カシノカーム 牡5芦 57

54 ▲原田 和真柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B482－ 41：47．32 11．8�
22 � メイショウトリトン 牡6黒鹿 57

56 ☆中井 裕二松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 480± 01：47．83 14．3�
813� 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 458－ 21：47．9クビ 7．7�
33 ショウナンガッチャ 牡5栗 57 丸山 元気国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 474± 0 〃 ハナ 6．2�
57 ハッピーロード �5栗 57 北村 友一豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 498＋ 2 〃 クビ 9．2	
610 ジュガンティーヤ 牡5青 57

54 ▲木幡 巧也�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B530± 0 〃 ハナ 4．4

711 セプテントリオ �6黒鹿 57

55 △井上 敏樹 �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± 01：48．21� 35．7�

712 モ ー グ リ 牡4栗 57
56 ☆岩崎 翼大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 544± 01：48．3� 45．9�

69 � ルミラークル 牡5青鹿 57
54 ▲木幡 初也Basic 小野 次郎 千歳 社台ファーム 486± 01：48．4� 117．6�

46 � シャドウゲーム �6鹿 57 菱田 裕二飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 464－101：49．35 16．7�
58 スマイルフォース 牡4鹿 57

55 △加藤 祥太上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 442－121：49．93� 6．6�
45 � フランクジョイ 牡4芦 57

55 △長岡 禎仁坂本 万夫氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 484＋ 8 〃 ハナ 187．1�
814 シンボリネルソン 牡5黒鹿57 丸田 恭介シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 432± 01：50．11	 74．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，021，000円 複勝： 23，813，900円 枠連： 12，166，200円
馬連： 32，106，800円 馬単： 16，500，400円 ワイド： 20，965，700円
3連複： 44，062，500円 3連単： 60，965，500円 計： 225，602，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 220円 � 340円 枠 連（1－3） 1，630円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 6，610円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，290円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 10，340円 3 連 単 ��� 60，880円

票 数

単勝票数 計 150210 的中 � 22717（2番人気）
複勝票数 計 238139 的中 � 30026（4番人気）� 30367（3番人気）� 16282（8番人気）
枠連票数 計 121662 的中 （1－3） 5783（7番人気）
馬連票数 計 321068 的中 �� 7587（17番人気）
馬単票数 計 165004 的中 �� 1871（32番人気）
ワイド票数 計 209657 的中 �� 5476（13番人気）�� 4190（18番人気）�� 3097（24番人気）
3連複票数 計 440625 的中 ��� 3193（44番人気）
3連単票数 計 609655 的中 ��� 726（249番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．8―31．1―43．8―56．4―1：08．9―1：21．2―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�コスモカウピリ �
�
父 ハイアーゲーム �

�
母父 Charismatic

2011．3．20生 牡5鹿 母 シックスポケット 母母 ビトウィーンダンシーズ 25戦1勝 賞金 28，290，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

11068 4月24日 晴 良 （28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）

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

45 エストゥペンド 牡5鹿 57 吉田 隼人平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 500－ 41：08．7 3．5�
33 オーロラッシュ 牡4鹿 57 丸山 元気山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 450－ 81：09．23 17．0�
68 スズカオーショウ 牡5栗 57

55 △長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 B512－ 21：09．3� 6．0�
710 ディスティニーガイ 牡4鹿 57 黛 弘人石瀬 浩三氏 奥平 雅士 新冠 ラツキー牧場 488－ 61：09．4� 3．7�
69 イワヌガハナ �4黒鹿57 横山 和生國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 468－ 21：09．71� 19．9�
812 カシノトラダマシイ 牡4黒鹿57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 462－ 81：09．8クビ 74．4�
22 サンアルパイン 牡4鹿 57 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B496－ 61：09．9� 11．6	
711 ドリームマークス 牡6鹿 57

54 ▲原田 和真ライオンレースホース
 池上 昌弘 新冠 長沼 幸一 456－ 2 〃 アタマ 139．1�
57 モンサンナシーラ 牡4栗 57

54 ▲木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 伊藤 敏明 B524＋ 4 〃 ハナ 16．6�
44 ピックアンドポップ 牡4青鹿 57

55 △井上 敏樹大内 康平氏 武井 亮 新ひだか 水丸牧場 B486＋ 2 〃 クビ 7．6
56 � クリノツネチャン 牝5栗 55

53 △伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 450－ 61：10．0� 25．0�
813� タカベラジオ 牝5芦 55

52 ▲木幡 初也北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 見上牧場 502－ 21：10．1� 55．6�
11 � スカイアクセス �7鹿 57 西村 太一�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 526－ 6 〃 ハナ 13．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，516，300円 複勝： 25，595，600円 枠連： 10，991，700円
馬連： 35，867，000円 馬単： 19，289，700円 ワイド： 22，677，300円
3連複： 47，513，500円 3連単： 69，793，100円 計： 249，244，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 270円 � 230円 枠 連（3－4） 1，440円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 890円 �� 470円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 4，720円 3 連 単 ��� 21，110円

票 数

単勝票数 計 175163 的中 � 39416（1番人気）
複勝票数 計 255956 的中 � 56001（1番人気）� 20738（6番人気）� 27023（3番人気）
枠連票数 計 109917 的中 （3－4） 5891（5番人気）
馬連票数 計 358670 的中 �� 12052（9番人気）
馬単票数 計 192897 的中 �� 3676（13番人気）
ワイド票数 計 226773 的中 �� 6436（11番人気）�� 13242（2番人気）�� 4262（15番人気）
3連複票数 計 475135 的中 ��� 7538（14番人気）
3連単票数 計 697931 的中 ��� 2396（49番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―11．4―11．8―12．3―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．3―31．7―43．5―55．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．0
3 ・（7，9，10）13（4，8）12（6，11，5）3（1，2） 4 7（9，10）4，13（6，8，12，5）11，3（1，2）

勝馬の
紹 介

エストゥペンド �
�
父 オリオンザサンクス �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2013．8．4 新潟12着

2011．5．24生 牡5鹿 母 ブルーフェアプレー 母母 フジノトップロマン 24戦3勝 賞金 36，200，000円



11069 4月24日 晴 良 （28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

68 コティニャック 牡4青鹿57 丸山 元気伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 B524＋ 21：47．5 5．2�

79 トミケンシェルフ 牡4栗 57 吉田 隼人冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 482－ 41：47．82 2．0�
11 � サリレモンド 牡5栗 57

56 ☆岩崎 翼�ノースヒルズ 和田 正道 米
Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

514－ 41：48．11� 7．6�
812 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 468－ 21：48．31� 5．8�
811� ザンブローネ 牡5栗 57 津村 明秀吉田 和美氏 木村 哲也 米 Helen K. Groves

Revocable Trust B562＋221：48．4	 9．5�
44 アキトプレスト 牡4栗 57

54 ▲木幡 巧也岡田 昭利氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B492－ 61：48．61� 32．0	
22 
 アンリキャトル �5黒鹿 57

55 △加藤 祥太村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 456－101：48．7	 15．1

55 ワンダーブラザウン 牡6栗 57 横山 和生山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 462＋ 41：49．23 109．9�
67 フクノドービル 牡4鹿 57 丹内 祐次福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 504± 01：49．3� 42．2�
56 
 ミラクルナイト 牡4芦 57 丸田 恭介小野 博郷氏 柴田 政人 新冠 山岡ファーム 464＋ 41：49．93	 81．7
33 アビエイター 牡5栗 57 宮崎 北斗 �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 518－ 81：50．0クビ 32．1�
710
 ボールドハート 牡4鹿 57 伊藤 工真増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 488－ 41：50．95 225．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，168，500円 複勝： 30，184，600円 枠連： 12，185，100円
馬連： 42，541，600円 馬単： 26，045，600円 ワイド： 24，998，600円
3連複： 56，172，800円 3連単： 101，598，400円 計： 317，895，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 120円 � 170円 枠 連（6－7） 570円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 340円 �� 700円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 8，780円

票 数

単勝票数 計 241685 的中 � 36687（2番人気）
複勝票数 計 301846 的中 � 33422（4番人気）� 90368（1番人気）� 39903（3番人気）
枠連票数 計 121851 的中 （6－7） 16564（2番人気）
馬連票数 計 425416 的中 �� 39993（3番人気）
馬単票数 計 260456 的中 �� 11340（5番人気）
ワイド票数 計 249986 的中 �� 19370（3番人気）�� 8263（9番人気）�� 21727（2番人気）
3連複票数 計 561728 的中 ��� 26944（3番人気）
3連単票数 計1015984 的中 ��� 8381（21番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．9―31．5―44．7―57．9―1：10．4―1：22．7―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コティニャック �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．12．21 阪神1着

2012．4．6生 牡4青鹿 母 オ ル レ ア ン 母母 ゴールドシェイド 10戦2勝 賞金 26，724，000円

11070 4月24日 晴 良 （28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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

11 カレンリスベット 牝5黒鹿55 吉田 隼人鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 484－ 22：00．5 7．8�
712 プリメラアスール 牝4黒鹿55 菱田 裕二青木 照吉氏 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 490－ 62：00．6� 4．6�
34 ノーブルソニック 牝4黒鹿55 北村 友一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 462－ 62：00．92 8．7�
35 トーホウハニー 牝4鹿 55 津村 明秀東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 434－10 〃 クビ 5．8�
713 ヴァンデミエール 牝5鹿 55 伊藤 工真�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 82：01．0� 6．7	
47 ウインティアラ 牝4鹿 55 黛 弘人�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 418－ 6 〃 アタマ 45．1

58 � アマレッティ 牝4栗 55 丸山 元気 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 8 〃 ハナ 16．0�
22 � ダブルフラワー 牝4栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 484－ 22：01．21� 28．5�
23 ゴージャスガール 牝4黒鹿55 丸田 恭介飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 428－122：01．3クビ 19．8
611 アンジェリー 牝4黒鹿55 木幡 初也佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 450－102：01．61� 174．2�
610� リ プ カ 牝4栗 55 加藤 祥太佐藤 理氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 372－ 8 〃 クビ 114．3�
815 オ デ ッ タ 牝4黒鹿55 横山 和生近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 456± 02：01．7クビ 5．9�
46 シンキングジョリー 牝4鹿 55 西村 太一野谷 美千氏 田島 俊明 新冠 浜口牧場 486－ 62：01．8� 214．4�
814 テイエムフタエマル 牝4鹿 55 岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 468＋10 〃 アタマ 14．0�
59 ナイトブルーミング 牝6芦 55 中井 裕二平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 462－ 42：02．86 21．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，498，600円 複勝： 34，501，500円 枠連： 22，573，200円
馬連： 62，683，700円 馬単： 29，119，600円 ワイド： 33，669，300円
3連複： 90，344，800円 3連単： 122，225，400円 計： 419，616，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 250円 � 170円 � 230円 枠 連（1－7） 1，360円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，150円 �� 820円

3 連 複 ��� 6，390円 3 連 単 ��� 37，780円

票 数

単勝票数 計 244986 的中 � 25046（5番人気）
複勝票数 計 345015 的中 � 32407（5番人気）� 61052（1番人気）� 36846（4番人気）
枠連票数 計 225732 的中 （1－7） 12824（4番人気）
馬連票数 計 626837 的中 �� 24177（5番人気）
馬単票数 計 291196 的中 �� 5180（12番人気）
ワイド票数 計 336693 的中 �� 11504（4番人気）�� 7336（13番人気）�� 10584（7番人気）
3連複票数 計 903448 的中 ��� 10603（16番人気）
3連単票数 計1222254 的中 ��� 2345（108番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．4―35．6―48．0―1：00．8―1：13．0―1：24．9―1：36．8―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カレンリスベット �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Almutawakel デビュー 2014．2．1 東京1着

2011．3．8生 牝5黒鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 12戦3勝 賞金 30，857，000円
※アンジェリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



11071 4月24日 晴 良 （28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 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

23 スマートカルロス 牡4鹿 57 北村 友一大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 468－ 21：08．3 2．1�
816� アペルトゥーラ 牡5栗 57 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 502－ 2 〃 クビ 6．8�
714� リバティーホール 牝7鹿 55 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B452± 01：08．51� 155．3�
510 リッパーザウィン 牡4栗 57 二本柳 壮�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 504＋ 21：08．71� 8．8�
12 プラチナブロンド 牝5黒鹿55 丸田 恭介 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 430－14 〃 アタマ 6．4	
611 アースプレイ 牝5青鹿55 伊藤 工真松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 444＋10 〃 アタマ 66．1

48 オオタニジムチョウ 牡7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 468＋ 2 〃 ハナ 29．3�
47 � スズカアーサー 牡7鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 494＋ 41：08．91� 95．6�
24 セレッソブランコ 牝4芦 55 小坂 忠士三宅 勝俊氏 奥村 豊 日高 天羽 禮治 472－ 61：09．0クビ 42．5
35 ケイアイユニコーン 牡7栗 57 丹内 祐次亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 B494＋ 4 〃 ハナ 14．2�
713 レ ム ミ ラ ス 牝5鹿 55 菱田 裕二�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 452－ 61：09．1� 19．8�
11 � ウイングパラダイス 牝5鹿 55 岩崎 翼池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 470± 0 〃 クビ 32．4�
36 クラウンカイザー 牡7黒鹿57 熊沢 重文�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 494－ 2 〃 アタマ 12．6�
59 アグネスキズナ �6栗 57 加藤 祥太渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 502－ 21：09．2クビ 150．0�
612 ト シ ザ キ ミ 牝5鹿 55 横山 和生上村 利幸氏 	島 一歩 浦河 浦河小林牧場 480± 01：09．3� 37．5�
815� ラ フ ァ ー ガ 牝4青鹿55 黛 弘人岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 474－ 81：09．61� 97．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，015，800円 複勝： 52，168，900円 枠連： 38，597，200円
馬連： 160，154，200円 馬単： 76，906，600円 ワイド： 69，196，000円
3連複： 233，129，200円 3連単： 382，155，700円 計： 1，056，323，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 220円 � 2，000円 枠 連（2－8） 730円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 480円 �� 5，360円 �� 14，210円

3 連 複 ��� 36，050円 3 連 単 ��� 95，530円

票 数

単勝票数 計 440158 的中 � 166587（1番人気）
複勝票数 計 521689 的中 � 153009（1番人気）� 56476（3番人気）� 4259（15番人気）
枠連票数 計 385972 的中 （2－8） 40919（3番人気）
馬連票数 計1601542 的中 �� 137267（2番人気）
馬単票数 計 769066 的中 �� 42724（2番人気）
ワイド票数 計 691960 的中 �� 41112（2番人気）�� 3159（53番人気）�� 1181（83番人気）
3連複票数 計2331292 的中 ��� 4849（95番人気）
3連単票数 計3821557 的中 ��� 2900（288番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―10．8―11．3―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．6―44．9―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．7
3 16（6，10）（1，4）（3，15）（2，14，12）11，8，5（9，13）7 4 ・（16，6，10）（1，4，3）2（11，14，15，12）8（5，13）9－7

勝馬の
紹 介

スマートカルロス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．11．29 京都1着

2012．5．18生 牡4鹿 母 シュガーキャンディ 母母 ダイナシユガー 16戦3勝 賞金 53，752，000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 クリノスイートピー号・ゴースルー号・マンハッタンヘンジ号

11072 4月24日 晴 良 （28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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000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
1：45．3
1：43．9

良
良

713 ヤマニンバステト 牝5鹿 55 丸田 恭介土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 460－ 81：46．9 5．4�
59 マイネルスパーブ 牡7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＋ 21：47．22 22．7�
35 ロードグリッター 牡4栗 57 熊沢 重文 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 484－ 21：47．3� 3．3�
815 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 464－ 2 〃 アタマ 8．1�
510 エ イ ム ハ イ 牡4鹿 57 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 61：47．51� 11．6	
612 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± 01：47．6クビ 14．5

816 メリーモナーク �4鹿 57 菱田 裕二 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 アタマ 39．0�
24 コスモアルヘナ 牡4青鹿57 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 B470± 0 〃 アタマ 14．1�
36 タルトオポム 牡5黒鹿57 横山 和生亀山 敬司氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 448± 01：47．81� 21．8
611 レッドカイザー 牡5黒鹿57 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486－101：47．9� 6．0�
23 オーラクィーン 牝4芦 55 長岡 禎仁福島 祐子氏 小島 茂之 新ひだか 岡野牧場 438－ 41：48．0クビ 110．0�
12 	 マリーナベイ 牡5青鹿57 小野寺祐太保坂 和孝氏 池上 昌和 豪

Valeata Bloodstock
Pty Ltd, Cap
Jaluca Pty Ltd

B488＋ 4 〃 ハナ 158．1�
47 
 サトノユニコーン 牡6鹿 57 中井 裕二里見 治氏 橋口 慎介 新ひだか グランド牧場 B474＋14 〃 クビ 19．6�
11 マクベスバローズ 牡6黒鹿57 岩崎 翼猪熊 広次氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 462－ 21：48．31� 60．2�
714 エーデルグランツ 牡5青鹿57 丸山 元気 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B472－ 41：48．4クビ 27．1�
48 ナムラマサシゲ 牡5栗 57 宮崎 北斗奈村 信重氏 谷原 義明 日高 いとう牧場 496－141：48．61� 55．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，111，300円 複勝： 50，141，700円 枠連： 27，674，700円
馬連： 89，797，300円 馬単： 39，605，100円 ワイド： 48，342，600円
3連複： 129，320，500円 3連単： 174，303，300円 計： 593，296，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 350円 � 150円 枠 連（5－7） 1，690円

馬 連 �� 5，040円 馬 単 �� 9，270円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 500円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 6，780円 3 連 単 ��� 45，010円

票 数

単勝票数 計 341113 的中 � 50441（2番人気）
複勝票数 計 501417 的中 � 85730（2番人気）� 27925（7番人気）� 102510（1番人気）
枠連票数 計 276747 的中 （5－7） 12669（7番人気）
馬連票数 計 897973 的中 �� 13795（21番人気）
馬単票数 計 396051 的中 �� 3201（39番人気）
ワイド票数 計 483426 的中 �� 7607（19番人気）�� 26335（1番人気）�� 9461（14番人気）
3連複票数 計1293205 的中 ��� 14298（11番人気）
3連単票数 計1743033 的中 ��� 2807（101番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．5―12．2―11．9―11．6―11．7―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．2―47．4―59．3―1：10．9―1：22．6―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F36．0
1
3
8，5（7，14）（4，9，10）－15（13，16）（2，6）3，1－（12，11）・（8，5）7，14（4，9）（15，10，1）（2，13，16）（3，6）（12，11）

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンバステト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．1．5 京都4着

2011．4．16生 牝5鹿 母 マ ダ ニ ナ 母母 Minya 20戦2勝 賞金 30，683，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アンジェリー号
（非抽選馬） 1頭 マリーズケイ号

３レース目



（28福島1）第6日 4月24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 177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

164，900，000円
2，540，000円
8，200，000円
1，600，000円
16，580，000円
65，822，000円
5，300，400円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
253，149，600円
346，281，000円
182，965，100円
600，628，400円
312，049，500円
335，836，900円
862，692，000円
1，278，588，100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 4，172，190，600円

総入場人員 12，156名 （有料入場人員 10，374名）



平成28年度 第1回福島競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，090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

1，094，380，000円
11，410，000円
42，160，000円
10，620，000円
112，420，000円
407，611，500円
34，612，800円
10，464，000円

勝馬投票券売得金
1，606，657，800円
2，314，927，800円
1，082，380，100円
3，693，521，900円
1，875，722，100円
2，076，467，800円
5，379，988，400円
7，559，330，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 25，588，996，700円

総入場延人員 70，298名 （有料入場延人員 59，501名）
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