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11013 4月9日 曇 良 （29福島1）第2日 第1競走 1，700�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

814 ロッキーバローズ 牡3鹿 56
54 △坂井 瑠星猪熊 広次氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 522± 01：48．3 2．3�

34 フラワーズブルーム 牝3鹿 54
51 ▲武藤 雅�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 492＋ 41：48．62 177．1�

713 ウインコーラル 牡3栗 56
54 △木幡 初也�ウイン 黒岩 陽一 新ひだか 田原橋本牧場 480－ 41：49．23� 9．7�

46 クールモンスター 牡3鹿 56
54 △荻野 極山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 506－ 2 〃 ハナ 11．1�

59 メイショウクロス 牡3鹿 56 吉田 隼人松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 松栄牧場 522－ 41：49．41 2．1�
47 シャーロック 牡3鹿 56 熊沢 重文薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 458－ 41：49．61� 25．0	
815 ダンエクセル 牡3鹿 56 中井 裕二田島榮二郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元茂牧場 446＋ 41：50．23� 76．1

611 ダイワアジール 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 486 ―1：51．15 161．8�
712 タ リ ホ ー 牡3黒鹿56 西田雄一郎神田 通博氏 浅野洋一郎 鹿児島 神田 通博 468＋ 61：51．2� 177．6�
610 ダイヤモンドホース 牡3鹿 56 黛 弘人大久保和夫氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 472 ―1：51．41� 55．5
23 レオチェックメイト 牡3青鹿 56

54 △井上 敏樹�レオ 田島 俊明 新冠 浜口牧場 504＋ 41：51．82� 249．8�
22 ロングバージョン 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太 �スピードファーム小西 一男 新冠 スピードフアーム 458＋121：52．43� 21．0�
58 フ リ ヴ ォ ル 牡3鹿 56 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 坂本牧場 486 ―1：52．71� 84．1�
35 ディアペルラン 牡3鹿 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 浦河 ディアレスト

クラブ 502－ 81：53．23 112．8�
11 バ シ ョ ウ 牝3栗 54 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 406－121：54．58 219．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，675，600円 複勝： 20，642，000円 枠連： 10，476，600円
馬連： 34，202，500円 馬単： 18，151，200円 ワイド： 19，581，400円
3連複： 46，974，700円 3連単： 70，089，700円 計： 236，793，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 160円 � 2，420円 � 240円 枠 連（3－8） 7，250円

馬 連 �� 25，140円 馬 単 �� 31，950円

ワ イ ド �� 6，250円 �� 460円 �� 9，240円

3 連 複 ��� 28，020円 3 連 単 ��� 171，090円

票 数

単勝票数 計 166756 的中 � 56346（2番人気）
複勝票数 計 206420 的中 � 45411（2番人気）� 1565（12番人気）� 21772（4番人気）
枠連票数 計 104766 的中 （3－8） 1119（16番人気）
馬連票数 計 342025 的中 �� 1054（31番人気）
馬単票数 計 181512 的中 �� 426（53番人気）
ワイド票数 計 195814 的中 �� 763（36番人気）�� 12068（4番人気）�� 514（47番人気）
3連複票数 計 469747 的中 ��� 1257（62番人気）
3連単票数 計 700897 的中 ��� 297（306番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．0―42．9―55．8―1：08．4―1：21．5―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロッキーバローズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2017．1．16 中京2着

2014．3．1生 牡3鹿 母 レディインディ 母母 Fiji 4戦1勝 賞金 9，400，000円
〔その他〕 ロングバージョン号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バショウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6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） 1頭 ショーショーサ号
（非抽選馬） 1頭 コウザンマカロン号

11014 4月9日 曇 良 （29福島1）第2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

47 ティーティクイーン 牝3鹿 54
52 △荻野 極ロイヤルパーク 加用 正 日高 門別牧場 460－ 21：10．0 2．9�

816 ユキエファルコン 牡3黒鹿56 菱田 裕二平田 道子氏 岩元 市三 新冠 ヤマタケ牧場 480－ 4 〃 アタマ 2．8�
48 クリスプウインド 牝3青鹿 54

52 △城戸 義政 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 474－ 41：10．63� 73．5�
611 ベ ル ベ ル 牝3栗 54 西田雄一郎�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 泊 寿幸 394－ 21：10．81 10．0�
713 ホ ノ カ 牝3鹿 54 丹内 祐次�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 476－ 21：11．01� 11．0	
815 スミトアンドチャー 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也澤田 孝之氏 黒岩 陽一 新冠 コスモヴューファーム B474－141：11．1� 46．7

510 レッツドローン 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿阿部 紀子氏 佐々木晶三 浦河 大道牧場 424 ― 〃 アタマ 59．9�
714 ショウナンカノン 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 432－ 41：11．2クビ 108．2�
23 ハ ナ エ ミ 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 408－12 〃 アタマ 79．8
36 ア リ ス カ ン 牡3黒鹿 56

54 △坂井 瑠星髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 510＋ 2 〃 ハナ 6．3�
11 セイウンイチリン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか

有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 434 ―1：11．3� 85．2�

24 ウインウェイク 牝3青鹿 54
51 ▲武藤 雅�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 408＋ 21：11．4クビ 24．6�

612 キャサリンルーラー 牝3栗 54
52 △木幡 初也板橋 秋氏 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 402－ 41：11．5� 80．1�

12 ハートマンボ 牝3黒鹿 54
51 ▲藤田菜七子澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか グランド牧場 404 ― 〃 クビ 48．0�

59 ツ ラ ラ 牝3芦 54
51 ▲菊沢 一樹吉田喜代司氏 伊藤 伸一 新ひだか 田中 春美 464＋ 4 〃 ハナ 38．7�

35 シゲルジャガー 牡3青鹿56 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 王蔵牧場 480± 01：11．71� 39．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，635，900円 複勝： 19，759，800円 枠連： 8，448，000円
馬連： 28，217，800円 馬単： 14，189，000円 ワイド： 19，642，600円
3連複： 39，698，100円 3連単： 50，746，500円 計： 196，337，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 120円 � 1，090円 枠 連（4－8） 450円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 210円 �� 2，500円 �� 2，620円

3 連 複 ��� 9，740円 3 連 単 ��� 38，600円

票 数

単勝票数 計 156359 的中 � 42433（2番人気）
複勝票数 計 197598 的中 � 38417（2番人気）� 54636（1番人気）� 2686（14番人気）
枠連票数 計 84480 的中 （4－8） 14444（1番人気）
馬連票数 計 282178 的中 �� 43976（1番人気）
馬単票数 計 141890 的中 �� 11037（2番人気）
ワイド票数 計 196426 的中 �� 30703（1番人気）�� 1731（26番人気）�� 1646（28番人気）
3連複票数 計 396981 的中 ��� 3054（25番人気）
3連単票数 計 507465 的中 ��� 953（100番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．1―11．7―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．2―45．9―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティーティクイーン �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 スタチューオブリバティ デビュー 2016．11．6 京都6着

2014．4．14生 牝3鹿 母 デンジャラスゲーム 母母 ママラヴスマンボ 5戦1勝 賞金 6，250，000円
〔制裁〕 ツララ号の騎手菊沢一樹は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）

ウインウェイク号の騎手武藤雅は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
ウインウェイク号の騎手武藤雅は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：16番）
レッツドローン号の騎手�島克駿は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 プルメリアワン号

第１回 福島競馬 第２日



11015 4月9日 雨 良 （29福島1）第2日 第3競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走10時45分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

814 ルーレットクイーン 牝4栗 55 吉田 隼人�KTレーシング 武井 亮 浦河 昭和牧場 442＋ 81：47．4 11．8�
34 ライムチャン 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 480－ 21：48．35 2．5�
712 グリシーヌシチー 牝5鹿 55 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B454－181：48．4� 10．8�
59 シャンタルエット 牝5鹿 55 川須 栄彦 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 486－ 61：48．61� 4．7�
23 パパラヴズマンボ 牝5青鹿55 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 442± 01：48．81� 48．6	
46 クリノセゴビア 牝4黒鹿55 田中 健栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 450－ 41：48．9クビ 11．6

610 レディーゴー 牝4鹿 55

54 ☆�島 克駿髙岡 義雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 474－10 〃 クビ 49．0�
58 ポ ロ ス 牝4鹿 55 伊藤 工真�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 456＋ 2 〃 ハナ 230．3�
35 ロイヤルクルーズ 牝4黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 444－ 4 〃 ハナ 8．2
713 エ レ ー デ 牝4鹿 55 勝浦 正樹前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434－10 〃 アタマ 10．5�
611 モアアピール 牝5芦 55

53 △荻野 極�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B490－ 41：49．32� 28．9�
47 タイキマロン 牝4鹿 55

53 △木幡 初也�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 466＋ 41：49．72� 58．4�

11 � シンキングカミユ 牝4鹿 55
52 ▲菊沢 一樹佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 420－161：50．12� 125．2�

22 � ギフトアワード 牝4鹿 55 西田雄一郎飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 406－201：50．31 203．3�
815 クリスタルキャノン 牝4芦 55 菱田 裕二飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 464＋121：50．51 14．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，358，900円 複勝： 26，516，600円 枠連： 11，602，200円
馬連： 32，769，800円 馬単： 16，299，100円 ワイド： 23，261，700円
3連複： 49，755，500円 3連単： 60，741，300円 計： 238，305，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 240円 � 140円 � 310円 枠 連（3－8） 750円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 4，180円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，270円 �� 710円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 25，390円

票 数

単勝票数 計 173589 的中 � 11670（7番人気）
複勝票数 計 265166 的中 � 25601（4番人気）� 62051（1番人気）� 18374（7番人気）
枠連票数 計 116022 的中 （3－8） 11867（3番人気）
馬連票数 計 327698 的中 �� 17271（3番人気）
馬単票数 計 162991 的中 �� 2920（12番人気）
ワイド票数 計 232617 的中 �� 9899（4番人気）�� 4538（14番人気）�� 8521（5番人気）
3連複票数 計 497555 的中 ��� 7909（10番人気）
3連単票数 計 607413 的中 ��� 1734（56番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―30．8―43．6―56．5―1：09．2―1：21．7―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ルーレットクイーン �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．8．15 札幌7着

2013．5．2生 牝4栗 母 ペレブラッサム 母母 サークルシヨウワ 19戦2勝 賞金 21，300，000円
〔騎手変更〕 ポロス号の騎手長岡禎仁は，第3回中山競馬第5日第2競走での落馬負傷のため伊藤工真に変更。
※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 ジョリガーニャント号

11016 4月9日 曇 良 （29福島1）第2日 第4競走 ��2，750�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時15分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� 基準タイム2：57．4良

711 ク ロ ス ボ ウ 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 526＋ 23：00．7 1．5�
814 メリーモナーク �5鹿 60 北沢 伸也 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 470－ 6 〃 クビ 27．3�
45 マイネルイルミナル 牡7鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 日高 富川田中牧場 474－ 43：00．91 5．7�
610 ニシノリュウセイ 牡4黒鹿59 大江原 圭西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 422± 03：01．0� 56．4�
34 ベストサポーター 牡4青鹿59 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 516－ 43：01．74 5．3	
11 � マイネルプロンプト �5黒鹿60 森 一馬西森 道男氏 坂口 正則 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 6 〃 ハナ 16．0

69 ゼンノトライブ 牡4黒鹿59 難波 剛健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 440－ 23：02．33� 103．7�
58 スプレーモゲレイロ 牡4鹿 59 植野 貴也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 458± 03：04．0大差 77．1�
57 ジャンボスピリット 牝4栗 57 石神 深一田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 460－ 83：04．21	 27．3�
712 ボブキャット 牡7鹿 60 草野 太郎村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 502－ 23：05．79 18．0
22 ウインドオブホープ �4栗 59 上野 翔�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 528－ 83：06．55 121．4�
46 � クリノミユキチャン 牝6鹿 58 田村 太雅栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 今井 秀樹 460－ 83：06．71	 225．0�
813 メイショウキシドウ 牡5鹿 60 大庭 和弥松本 和子氏 小島 太 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－123：17．7大差 122．8�
33 サニーヴィクトリー 牡4栗 59 小野寺祐太島川 �哉氏 小桧山 悟 新冠 秋田牧場 492＋12 （競走中止） 242．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，009，500円 複勝： 22，186，300円 枠連： 9，655，000円
馬連： 25，247，700円 馬単： 18，221，100円 ワイド： 17，729，000円
3連複： 38，692，900円 3連単： 67，565，300円 計： 213，306，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 400円 � 160円 枠 連（7－8） 1，290円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 770円 �� 210円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 11，690円

票 数

単勝票数 計 140095 的中 � 70940（1番人気）
複勝票数 計 221863 的中 � 118051（1番人気）� 5943（6番人気）� 24465（3番人気）
枠連票数 計 96550 的中 （7－8） 5761（6番人気）
馬連票数 計 252477 的中 �� 9749（7番人気）
馬単票数 計 182211 的中 �� 5827（7番人気）
ワイド票数 計 177290 的中 �� 5279（8番人気）�� 26927（1番人気）�� 2372（16番人気）
3連複票数 計 386929 的中 ��� 9941（8番人気）
3連単票数 計 675653 的中 ��� 4187（29番人気）
上り 1マイル 1：45．6 4F 52．2－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ク ロ ス ボ ウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2012．12．15 中山1着

2010．4．12生 牡7黒鹿 母 マンティスハント 母母 ウィッチフルシンキング 障害：2戦1勝 賞金 10，900，000円
〔競走中止〕 サニーヴィクトリー号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アメリカンゴールド号



11017 4月9日 曇 良 （29福島1）第2日 第5競走 ��1，800�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
1：45．3
1：43．9

良
良

12 ヒドゥンパラメータ 牡3鹿 56 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 454－ 81：48．0 3．5�
24 ブルベアバイソン 牡3栗 56 古川 吉洋 �ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 畠山牧場 462－ 61：48．1� 6．0�
714 サーカムスタンス 牡3栗 56

54 △荻野 極吉田 勝己氏 池添 学 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－ 61：48．31� 33．3�

11 ウインハイラント 牡3鹿 56 菱田 裕二�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 21：48．4� 5．0�
510 ホウオウジャンプ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 502－161：48．82� 3．9�
816 マックスハート 牡3栗 56 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 平野牧場 422－ 81：48．9� 87．8	
36 コンカーアゲン 牡3黒鹿 56

53 ▲武藤 雅浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 510 ―1：49．11� 48．2


59 ドゥエルインハート 牡3鹿 56 丹内 祐次飯田 正剛氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 474－ 61：49．2� 117．2�
35 トーヨーピース 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星中嶋 宏氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 460－ 21：49．41� 44．0�
23 モットスマイル 牡3鹿 56 西田雄一郎飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B442－ 21：49．5� 183．6
611 ウインドフォール 牝3黒鹿54 津村 明秀下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 492 ―1：49．71 12．0�
713 ジューンアンカー 牡3栗 56 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 448－12 〃 クビ 153．8�
815 ロードコランダム 牡3黒鹿 56

55 ☆�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 468＋ 61：49．91� 37．1�
48 カガエクリプス 牡3黒鹿 56

54 △井上 敏樹香川 憲次氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン
牧場 528－101：50．0� 12．0�

612 レインボーショット 牝3芦 54
51 ▲木幡 育也 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 442－ 6 〃 アタマ 37．4�

47 カシマツインテール 牝3青鹿54 横山 和生松浦 一久氏 奥村 武 浦河 信成牧場 416＋ 21：51．17 32．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，998，500円 複勝： 24，781，300円 枠連： 12，321，500円
馬連： 31，854，100円 馬単： 17，461，200円 ワイド： 22，963，200円
3連複： 48，677，200円 3連単： 57，958，000円 計： 232，015，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 210円 � 720円 枠 連（1－2） 550円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，930円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 10，850円 3 連 単 ��� 49，720円

票 数

単勝票数 計 159985 的中 � 35775（1番人気）
複勝票数 計 247813 的中 � 48594（2番人気）� 32081（4番人気）� 6588（7番人気）
枠連票数 計 123215 的中 （1－2） 17119（2番人気）
馬連票数 計 318541 的中 �� 21126（4番人気）
馬単票数 計 174612 的中 �� 5842（8番人気）
ワイド票数 計 229632 的中 �� 12450（6番人気）�� 2934（17番人気）�� 2881（18番人気）
3連複票数 計 486772 的中 ��� 3363（29番人気）
3連単票数 計 579580 的中 ��� 845（140番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．9―12．1―12．5―12．1―12．1―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―35．3―47．4―59．9―1：12．0―1：24．1―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒドゥンパラメータ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2016．12．11 中山4着

2014．2．28生 牡3鹿 母 プライムアクトレス 母母 プライムステージ 4戦1勝 賞金 8，850，000円
〔発走状況〕 レインボーショット号は，馬場入場時に放馬。馬装整備および馬体検査。発走時刻5分遅延。

11018 4月9日 曇 良 （29福島1）第2日 第6競走 1，150�サラブレッド系3歳
発走12時35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

47 サトノレーヌ 牝3黒鹿54 川須 栄彦里見 治氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 434± 01：10．5 48．7�
59 アグリツーリスモ 牡3栗 56

54 △坂井 瑠星 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 466＋ 21：10．82 20．1�
610 ウイナーズロード 牝3青鹿 54

52 △城戸 義政�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 416－ 6 〃 アタマ 4．0�
34 ホワイトファング 牡3芦 56

55 ☆木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B476－121：10．9� 2．2�

46 ショウブノセック 牡3栗 56 丹内 祐次古賀 慎一氏 尾形 和幸 むかわ 上水牧場 466± 01：11．0クビ 6．8	
11 キーメンバー 牡3鹿 56 田中 健北前孔一郎氏 川村 禎彦 新ひだか 飯岡牧場 402－10 〃 ハナ 33．1

713 ミラクルゲート 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也関 駿也氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 436－ 2 〃 ハナ 13．1�
814 カシノジャック 牡3黒鹿 56

53 ▲武藤 雅柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 馬道 隆 486－ 21：11．31� 211．3�
58 ダンツプロシード 牡3栗 56 藤懸 貴志山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 498－101：11．72� 32．8
23 ポートオブコール 牝3鹿 54

52 △木幡 初也グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 浜口牧場 430－181：11．91� 126．4�
712 ヤマノブロンコ 牡3栗 56

54 △荻野 極澤村 敏雄氏 田中 清隆 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 466± 01：12．32� 15．3�

22 ベ ル ビ ュ ー 牝3鹿 54
53 ☆小崎 綾也 �ローレルレーシング 高橋 文雅 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 418－121：12．72� 33．3�
35 シゲルヒョウ 牡3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 伊藤 敏明 462－ 41：13．23 14．6�
815 ブルーフォース 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹�槇本牧場 武井 亮 日高 槇本牧場 494 ―1：13．3クビ 65．0�
611 キンショーホマレ 牝3青 54 嘉藤 貴行礒野日出夫氏 田島 俊明 新冠 川上牧場 424 ―1：14．15 195．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，050，500円 複勝： 24，134，200円 枠連： 9，800，400円
馬連： 31，100，200円 馬単： 16，615，700円 ワイド： 21，177，300円
3連複： 44，662，400円 3連単： 54，858，200円 計： 221，398，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，870円 複 勝 � 1，240円 � 490円 � 190円 枠 連（4－5） 3，850円

馬 連 �� 62，930円 馬 単 �� 127，160円

ワ イ ド �� 13，950円 �� 5，490円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 94，620円 3 連 単 ��� 946，950円

票 数

単勝票数 計 190505 的中 � 3124（11番人気）
複勝票数 計 241342 的中 � 4175（11番人気）� 11671（7番人気）� 43603（2番人気）
枠連票数 計 98004 的中 （4－5） 1971（13番人気）
馬連票数 計 311002 的中 �� 383（70番人気）
馬単票数 計 166157 的中 �� 98（140番人気）
ワイド票数 計 211773 的中 �� 386（71番人気）�� 989（44番人気）�� 3027（18番人気）
3連複票数 計 446624 的中 ��� 354（168番人気）
3連単票数 計 548582 的中 ��� 42（1234番人気）

ハロンタイム 9．6―11．2―11．5―12．1―12．6―13．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．8―32．3―44．4―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノレーヌ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．3．11 阪神14着

2014．2．20生 牝3黒鹿 母 シ ン シ ア ー 母母 ソウスマッグ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 ベルビュー号の騎手長岡禎仁は，第3回中山競馬第5日第2競走での落馬負傷のため小崎綾也に変更。
〔制裁〕 ショウブノセック号の騎手丹内祐次は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番・2番）



11019 4月9日 曇 良 （29福島1）第2日 第7競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走13時05分 （芝・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
1：57．3
1：56．1

良
良

712 ダノンスターズ 牡3黒鹿 56
54 △荻野 極�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか 矢野牧場 442－ 22：00．7 6．4�

47 コ ン ボ ル ド 牡3芦 56
54 △井上 敏樹金山 敏也氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 442－ 82：01．01� 1．9�

23 ベストプレディクト 牡3鹿 56
54 △木幡 初也 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 クビ 9．2�

11 アルマシャール 牡3鹿 56
55 ☆�島 克駿コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 490± 0 〃 ハナ 5．0�

713 シ ン デ ン 牡3鹿 56
55 ☆木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 468－ 42：01．1クビ 9．7	

46 ウインプルミエ 牝3鹿 54 中井 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B438± 02：01．2� 42．8

611 スターフラッシュ 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 460＋ 82：01．73 62．8�
59 ハリウッドレーヴ 牡3鹿 56 森 一馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中村 均 新冠 的場牧場 440－142：01．91� 80．2�
34 サーストンファラオ 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹齊藤 宣勝氏 菊沢 隆徳 浦河 田中スタッド 468 ― 〃 アタマ 61．3
22 ディープサミット 牡3栗 56

53 ▲武藤 雅深見 敏男氏 水野 貴広 新ひだか 田中 裕之 414＋ 42：02．0クビ 154．1�
610 リアリスティック 牡3鹿 56

54 △城戸 義政 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 522＋ 82：02．21� 84．0�

58 ゴールドヘリテージ 牡3黒鹿 56
54 △坂井 瑠星 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 474 ―2：02．3� 28．6�

35 リードフルート 牝3鹿 54
52 △伴 啓太 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 470＋ 6 〃 クビ 68．4�

815 ワインアンドダイン 牝3鹿 54 原田 和真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 22：04．2大差 62．0�

814 チュウワカレント 牡3芦 56
55 ☆加藤 祥太中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 順一 494＋ 62：05．26 75．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，853，900円 複勝： 25，318，700円 枠連： 10，628，200円
馬連： 35，113，600円 馬単： 19，937，400円 ワイド： 24，294，700円
3連複： 50，699，900円 3連単： 67，263，700円 計： 254，110，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 110円 � 190円 枠 連（4－7） 420円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 310円 �� 980円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 10，580円

票 数

単勝票数 計 208539 的中 � 25824（3番人気）
複勝票数 計 253187 的中 � 29827（3番人気）� 84809（1番人気）� 25198（4番人気）
枠連票数 計 106282 的中 （4－7） 19497（1番人気）
馬連票数 計 351136 的中 �� 42666（2番人気）
馬単票数 計 199374 的中 �� 9765（6番人気）
ワイド票数 計 242947 的中 �� 21869（2番人気）�� 5711（11番人気）�� 15631（4番人気）
3連複票数 計 506999 的中 ��� 20149（5番人気）
3連単票数 計 672637 的中 ��� 4605（25番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―12．5―12．6―12．4―12．1―12．2―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．2―47．7―1：00．3―1：12．7―1：24．8―1：37．0―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンスターズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Woodman デビュー 2016．12．23 阪神8着

2014．3．3生 牡3黒鹿 母 スターズインハーアイズ 母母 Wind In Her Hair 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 コンボルド号の騎手長岡禎仁は，第3回中山競馬第5日第2競走での落馬負傷のため井上敏樹に変更。
〔制裁〕 ベストプレディクト号の騎手木幡初也は，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。
※出走取消馬 バプティシア号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）
※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 ゴーフォーザベスト号・サンピッツバーグ号・フェアリーパウダー号

11020 4月9日 曇 良 （29福島1）第2日 第8競走 ��1，150�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

510 タガノグロリオーサ 牡4栗 57
56 ☆�島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452－ 81：09．9 3．3�
611� グ ラ デ ィ ス 牝5鹿 55

53 △伴 啓太�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 496＋101：10．22 92．9�
35 マイティジャック 牡4黒鹿 57

54 ▲武藤 雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム B446± 0 〃 ハナ 15．8�

23 ユキノマルガリータ 牝7鹿 55 黛 弘人井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 21：10．52 53．1�
713 ミスズモンブラン 牡6栗 57 秋山真一郎永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 478－ 21：10．6クビ 17．5	
59 � アルディバイン 牡6鹿 57 丹内 祐次髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 山下 恭茂 B492－16 〃 ハナ 18．9

47 ヴェイルドスケール 牡5鹿 57

54 ▲藤田菜七子 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B518－ 6 〃 クビ 19．3�
12 テンプルツリー 牝4鹿 55

53 △木幡 初也山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 450－ 61：10．81� 3．3�
24 サウスリバティー 牡5栗 57

55 △荻野 極南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 468－18 〃 アタマ 13．5
714� ラ フ ァ ー ガ 牝5青鹿 55

53 △井上 敏樹岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 478－ 41：10．9	 8．7�
815
 ワンダーウノ �4芦 57

54 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 John R. Penn 490＋ 21：11．11� 44．1�
36 � フェイフェイ 牝5青 55

54 ☆木幡 巧也三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 高松牧場 482－ 21：11．2	 157．9�
816
 イ ズ モ 牡5栗 57

56 ☆小崎 綾也田畑 利彦氏 小崎 憲 米 Clearsky
Farms 472－ 6 〃 ハナ 13．0�

11 � グルーヴィー 牡4芦 57
56 ☆加藤 祥太佐々木雄二氏 栗田 徹 新ひだか 土田 扶美子 502＋ 81：11．51� 56．9�

612 ロードインスパイア �4青鹿57 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 460＋ 21：12．13	 13．4�
48 � シ ー ス レ ス 牡5黒鹿57 西田雄一郎田畑 憲士氏 武市 康男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 396－ 91：12．52	 93．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，018，300円 複勝： 26，696，700円 枠連： 11，164，300円
馬連： 34，852，700円 馬単： 16，721，700円 ワイド： 25，450，400円
3連複： 50，529，400円 3連単： 61，036，700円 計： 245，470，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 190円 � 2，220円 � 490円 枠 連（5－6） 1，500円

馬 連 �� 18，410円 馬 単 �� 27，800円

ワ イ ド �� 6，210円 �� 1，450円 �� 16，360円

3 連 複 ��� 83，840円 3 連 単 ��� 391，600円

票 数

単勝票数 計 190183 的中 � 45746（1番人気）
複勝票数 計 266967 的中 � 47351（2番人気）� 2532（14番人気）� 13003（9番人気）
枠連票数 計 111643 的中 （5－6） 5739（5番人気）
馬連票数 計 348527 的中 �� 1467（55番人気）
馬単票数 計 167217 的中 �� 451（98番人気）
ワイド票数 計 254504 的中 �� 1045（59番人気）�� 4659（15番人気）�� 394（95番人気）
3連複票数 計 505294 的中 ��� 452（212番人気）
3連単票数 計 610367 的中 ��� 113（1094番人気）

ハロンタイム 9．5―10．9―11．5―12．4―12．4―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．4―31．9―44．3―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．0
3 4（10，11）12（2，3，15，16）14（6，7，13）5，8，9，1 4 ・（4，10）11（2，3，12，16）14（15，7，13）（5，6）－1（8，9）

勝馬の
紹 介

タガノグロリオーサ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．11．7 京都6着

2013．3．3生 牡4栗 母 アンテヴォルテ 母母 ビワビーナス 10戦2勝 賞金 14，900，000円
［他本会外：1戦0勝］



11021 4月9日 曇 良 （29福島1）第2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）

500万円以下；負担重量は，57�，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

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

36 クリノサンスーシ 牝4鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 438± 01：48．1 4．0�
612 ラッシュアタック 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也 �キャロットファーム 菊川 正達 洞�湖 レイクヴィラファーム 502± 01：48．31� 21．3�
24 � ミスズダンディー 牡5鹿 57 秋山真一郎永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 464－ 21：48．4� 35．2�
611 ブライトボイス 牡5栗 57

55 △荻野 極宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 502－ 81：48．5クビ 4．0�
815 グランノーブル 牡4鹿 57

56 ☆�島 克駿三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 B492－ 6 〃 クビ 27．3�
12 � ギ ャ ツ ビ ー 牡4栗 57 津村 明秀 	CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 B444－ 41：48．6クビ 68．3

35 ア ク ー ト 牡4鹿 57 伊藤 工真 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 432＋ 6 〃 クビ 10．4�
23 � ビッグランチ 牡4栗 57 川須 栄彦 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 464± 01：48．7� 79．6�
510 プレイヤーサムソン 牡4鹿 57 西村 太一嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 458－16 〃 クビ 4．4
714 アドマイヤメテオ �6青鹿 57

55 △坂井 瑠星近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 440－181：48．8	 11．6�
48 ビレッジソング 牝6鹿 55 原田 和真岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 436－ 41：48．9	 193．9�
47 ラハトケレブ 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 478± 01：49．0クビ 14．7�
11 イデアオブダンディ 牡4栗 57 吉田 隼人益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 482＋ 41：49．1� 86．9�
816� ロードサンダー 牡4黒鹿57 勝浦 正樹 	ロードホースクラブ 藤原 辰雄 新ひだか ケイアイファーム 482＋12 〃 アタマ 78．3�
59 ヴィガーエッジ 牡4鹿 57 横山 和生島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 494－101：49．2	 19．7�
713 パラノーマル 牝4栗 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 418－101：49．3	 15．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，273，900円 複勝： 26，707，300円 枠連： 12，227，800円
馬連： 41，394，600円 馬単： 19，192，700円 ワイド： 27，641，800円
3連複： 58，481，000円 3連単： 72，977，600円 計： 277，896，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 550円 � 630円 枠 連（3－6） 550円

馬 連 �� 4，690円 馬 単 �� 7，810円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 1，780円 �� 4，370円

3 連 複 ��� 24，930円 3 連 単 ��� 184，350円

票 数

単勝票数 計 192739 的中 � 37648（2番人気）
複勝票数 計 267073 的中 � 56271（1番人気）� 10720（8番人気）� 9192（10番人気）
枠連票数 計 122278 的中 （3－6） 17111（1番人気）
馬連票数 計 413946 的中 �� 6837（17番人気）
馬単票数 計 191927 的中 �� 1843（29番人気）
ワイド票数 計 276418 的中 �� 4274（17番人気）�� 4034（18番人気）�� 1603（43番人気）
3連複票数 計 584810 的中 ��� 1759（82番人気）
3連単票数 計 729776 的中 ��� 287（568番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．4―12．9―12．2―11．5―11．4―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．6―49．5―1：01．7―1：13．2―1：24．6―1：36．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノサンスーシ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．8．29 小倉5着

2013．4．16生 牝4鹿 母 スターオブジュニパー 母母 Good Luck Charm 24戦2勝 賞金 27，890，000円
〔制裁〕 アクート号の騎手伊藤工真は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）
※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。
（非抽選馬） 3頭 カミノライデン号・ブライティアスター号・ヤマニンナジャーハ号

11022 4月9日 曇 良 （29福島1）第2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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
2：37．3
2：37．3

良
良

36 � マコトガラハッド �4鹿 57 吉田 隼人�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 476－ 62：40．5 12．8�
23 エアワイバーン 牡4青鹿57 津村 明秀 �ラッキーフィールド角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 536＋ 2 〃 クビ 4．9�
48 ナンヨーテンプル 牡5黒鹿57 古川 吉洋中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 504＋202：40．6	 65．5�
35 セシルクラウン 牡4黒鹿57 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 B488－12 〃 ハナ 20．3�
815 ヴァーサトル 牡5黒鹿57 荻野 極水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 500－ 62：40．91	 12．3	
714� タガノグリズリー 牡6鹿 57 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 八木牧場 B476－ 22：41．21	 64．4

11 ダイチラディウス 牡4鹿 57 原田 和真 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 464± 0 〃 クビ 28．3�
611 ディスピュート 牡4鹿 57 加藤 祥太畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 426－ 62：41．73 25．2
12 � メルドオール 牡5鹿 57 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 祥泰 日高 浦新 徳司 452－ 22：41．8クビ 26．6�
47 トモジャハリーフ 牡4黒鹿57 丹内 祐次吉冨 学氏 栗田 博憲 浦河 宮内牧場 464＋ 6 〃 クビ 16．8�
816 トロピカルストーム �4黒鹿57 坂井 瑠星吉田 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 442＋122：42．11	 11．1�
612 コスモヴェッキオ 牡4黒鹿57 井上 敏樹岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 470± 02：42．2クビ 52．6�
510 タマモベルガモ 牡4栗 57 �島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 474－ 22：42．3
 3．3�
713� プラウドウルフ 牡6栃栗57 木幡 育也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 476－ 62：42．62 88．1�
24 チ ャ リ シ ー 牝5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 506－ 42：43．23
 5．8�
59 コンチャフラメンカ 牝5黒鹿55 木幡 巧也金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 新冠 パカパカ
ファーム 452＋ 62：43．73 22．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，875，100円 複勝： 33，185，700円 枠連： 20，765，400円
馬連： 56，794，100円 馬単： 26，853，500円 ワイド： 34，898，100円
3連複： 84，382，200円 3連単： 102，247，100円 計： 381，001，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 430円 � 230円 � 1，470円 枠 連（2－3） 1，260円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 9，600円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 11，870円 �� 4，730円

3 連 複 ��� 80，610円 3 連 単 ��� 428，490円

票 数

単勝票数 計 218751 的中 � 13625（6番人気）
複勝票数 計 331857 的中 � 19468（6番人気）� 45313（3番人気）� 5015（14番人気）
枠連票数 計 207654 的中 （2－3） 12766（4番人気）
馬連票数 計 567941 的中 �� 10514（14番人気）
馬単票数 計 268535 的中 �� 2097（35番人気）
ワイド票数 計 348981 的中 �� 5689（19番人気）�� 746（92番人気）�� 1891（57番人気）
3連複票数 計 843822 的中 ��� 785（234番人気）
3連単票数 計1022471 的中 ��� 173（1271番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―24．9―37．5―50．0―1：02．8―1：15．3―1：28．0―1：40．6―1：53．2―2：05．3―2：17．2―2：28．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マコトガラハッド �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ブライアンズタイム

2013．5．18生 �4鹿 母 マコトコーラン 母母 ビットオブフェイス 5戦1勝 賞金 11，971，000円
初出走 JRA

〔その他〕 チャリシー号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 ジャストコーズ号
（非抽選馬） 1頭 アンバーグリスキー号



11023 4月9日 曇 良 （29福島1）第2日 第11競走 1，700�
よ ね ざ わ

米 沢 特 別
発走15時20分 （ダート・右）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

46 エバーキュート 牝5栗 55 菱田 裕二宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448± 01：46．1 7．2�
712 ショートストーリー 牡4黒鹿57 加藤 祥太 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492± 01：46．2� 9．9�
35 イーストオブザサン 牡4黒鹿57 �島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 472－101：46．41� 29．3�
22 � タガノヴェリテ 牡5鹿 57 古川 吉洋八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480－ 81：46．5クビ 5．7�
611 ブルーボサノヴァ 牝6栗 55 藤田菜七子 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 494－101：46．81� 17．1�
58 ダイチヴュルデ 牡6鹿 57 井上 敏樹 	荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 452－ 8 〃 クビ 25．3

815 ベーリングメファ 牝5栗 55 木幡 初也手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 464＋ 21：46．9� 12．6�
11 メイショウバッハ 牡4栗 57 吉田 隼人松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 486± 01：47．0� 21．2
610 カラパナビーチ 牡5黒鹿57 勝浦 正樹金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 538－ 8 〃 アタマ 34．4�
47 レッツゴースター 牡5栗 57 嘉藤 貴行�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 B454－181：47．31� 60．5�
713� ロマンホープ 牡5黒鹿57 木幡 巧也菅 實氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 468－ 41：47．83 41．2�
59 コスモラヴモア 牡6鹿 57 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 498－ 21：48．33 27．2�
23 ナムラミラクル 牡4芦 57 藤懸 貴志奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 468－ 2 〃 ハナ 5．5�
814� クラウンビュレット 牡7鹿 57 横山 和生矢野まり子氏 天間 昭一 新ひだか 松田牧場 484－ 81：50．2大差 154．1�
34 ヒルノデンハーグ �5栗 57 津村 明秀�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 470＋ 41：50．41 3．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，279，700円 複勝： 57，726，200円 枠連： 35，930，500円
馬連： 149，224，300円 馬単： 62，056，900円 ワイド： 69，777，900円
3連複： 215，487，800円 3連単： 296，093，700円 計： 925，577，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 260円 � 310円 � 610円 枠 連（4－7） 2，740円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 7，840円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 2，570円 �� 3，750円

3 連 複 ��� 23，300円 3 連 単 ��� 115，160円

票 数

単勝票数 計 392797 的中 � 43322（4番人気）
複勝票数 計 577262 的中 � 62734（4番人気）� 50977（5番人気）� 21918（9番人気）
枠連票数 計 359305 的中 （4－7） 10154（12番人気）
馬連票数 計1492243 的中 �� 30025（13番人気）
馬単票数 計 620569 的中 �� 5936（28番人気）
ワイド票数 計 697779 的中 �� 12911（13番人気）�� 6962（33番人気）�� 4725（44番人気）
3連複票数 計2154878 的中 ��� 6936（81番人気）
3連単票数 計2960937 的中 ��� 1864（373番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―30．0―42．3―55．0―1：07．6―1：20．5―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エバーキュート �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．10．11 東京4着

2012．4．22生 牝5栗 母 フレジェール 母母 スキーパラダイス 20戦4勝 賞金 54，526，000円
〔騎手変更〕 ロマンホープ号の騎手長岡禎仁は，第3回中山競馬第5日第2競走での落馬負傷のため木幡巧也に変更。
〔制裁〕 カラパナビーチ号の騎手勝浦正樹は，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：4番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 テイエムコンドル号・デジタルフラッシュ号・パイロキシン号
（非抽選馬） 1頭 パブリックフレンド号

11024 4月9日 曇 良 （29福島1）第2日 第12競走 ��1，200�
き た か た

喜 多 方 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 476，000円 136，000円 68，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

816 キッズライトオン 牡5栗 57 勝浦 正樹瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424－141：08．5 14．6�

35 アンジェリー 牝5黒鹿55 秋山真一郎佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 454－ 21：08．71� 7．7�
510� ベリースコール �4黒鹿57 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 仏 Mr Franck

Benillouche 474－16 〃 ハナ 28．4�
24 ラブローレル 牝5青鹿55 丹内 祐次増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 420－ 21：08．91� 12．8�
714 スナークスカイ 牡4鹿 57 	島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 444－ 21：09．0
 4．0�
713 ダイメイプリンセス 牝4黒鹿55 黛 弘人宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 490－ 8 〃 ハナ 9．3	
47 � ノートルスウェ 牡4栗 57 中井 裕二
ヒダカファーム竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム 528－121：09．1
 31．1�
612 ラ ト ゥ ー ル 牝5鹿 55 木幡 初也佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 438－ 61：09．2クビ 92．6�
48 ユキノカトレア 牝5鹿 55 古川 吉洋北所 直人氏 坂口 正則 日高 川端 正博 478＋ 41：09．3� 4．7
12 � エアオブザドラゴン 牡4鹿 57 加藤 祥太岡田 牧雄氏 大江原 哲 英 Cheveley Park

Stud Ltd 514－ 3 〃 ハナ 43．0�
59 キーウエスト 牝4鹿 55 木幡 巧也 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 B448－ 81：09．61� 48．7�
23 � ハワイアンリズ 牝6黒鹿55 吉田 隼人
下河辺牧場 森田 直行 日高 下河辺牧場 414＋ 21：09．81� 171．9�
11 スミレタンポポ 牝5鹿 55 的場 勇人海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 426－ 41：09．9� 189．2�
611� ラパンノワール 牝4青鹿55 西田雄一郎鈴木 史郎氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 430＋ 21：10．53� 45．0�
36 ラ ヴ ィ オ リ 牝6黒鹿55 藤田菜七子星野 祐介氏 相沢 郁 日高 西野 春樹 472－ 6 〃 クビ 4．2�
815� ピュアリーソリッド 牝5鹿 55 伴 啓太南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Winches-

ter Farm 446＋101：11．77 49．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，478，500円 複勝： 51，785，400円 枠連： 29，621，000円
馬連： 100，105，000円 馬単： 42，658，100円 ワイド： 54，941，800円
3連複： 140，085，200円 3連単： 194，658，500円 計： 656，333，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 400円 � 290円 � 920円 枠 連（3－8） 1，890円

馬 連 �� 5，030円 馬 単 �� 10，630円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 4，660円 �� 3，000円

3 連 複 ��� 37，970円 3 連 単 ��� 219，820円

票 数

単勝票数 計 424785 的中 � 23143（7番人気）
複勝票数 計 517854 的中 � 34527（7番人気）� 52804（5番人気）� 13129（9番人気）
枠連票数 計 296210 的中 （3－8） 12123（9番人気）
馬連票数 計1001050 的中 �� 15411（19番人気）
馬単票数 計 426581 的中 �� 3008（41番人気）
ワイド票数 計 549418 的中 �� 7338（23番人気）�� 3008（48番人気）�� 4717（30番人気）
3連複票数 計1400852 的中 ��� 2767（118番人気）
3連単票数 計1946585 的中 ��� 642（641番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．0―11．5―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．5―45．0―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キッズライトオン �
�
父 スニッツェル �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．6．29 函館1着

2012．1．24生 牡5栗 母 オンシジューム 母母 ウインフィオーレ 23戦3勝 賞金 41，656，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 ノートルスウェ号の騎手長岡禎仁は，第3回中山競馬第5日第2競走での落馬負傷のため中井裕二に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピュアリーソリッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハギノソフィア号
（非抽選馬） 3頭 サバイバルポケット号・ジェムラッシュ号・ベルリネッタ号

３レース目



（29福島1）第2日 4月9日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185頭 本 賞
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
厩務員出走奨励金

173，880，000円
2，530，000円
12，860，000円
1，790，000円
19，200，000円
72，001，000円
5，624，800円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
261，508，300円
359，440，200円
182，640，900円
600，876，400円
288，357，600円
361，359，900円
868，126，300円
1，156，236，300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 4，078，545，900円

総入場人員 11，302名 （有料入場人員 9，708名）
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