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11049 4月22日 曇 良 （29福島1）第5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

47 ノリノリコユキ 牝3鹿 54 戸崎 圭太大久保和夫氏 勢司 和浩 日高 厚賀古川牧場 426＋ 21：10．1 2．0�
611 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 414－ 2 〃 クビ 7．2�
612 サンデュランゴ 牝3栗 54 松岡 正海 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 468＋ 41：10．41� 5．2�
11 ウィッシュノート 牝3黒鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 432－121：10．61� 26．2�
510 スリーミネルバ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 430－ 6 〃 ハナ 15．9	
59 デルマキミノナハ 牝3黒鹿 54

52 △木幡 初也浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 日高 ファニーヒルファーム 430－221：10．91� 16．5

35 スマートメニル 牝3栗 54 武 豊大川 徹氏 松永 幹夫 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 444－ 41：11．11� 21．6�
24 ノアブリジット 牝3栗 54 田辺 裕信佐山 公男氏 天間 昭一 日高 千葉飯田牧場 470－ 21：11．31� 16．1�
12 アネッロドーロ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 434－ 61：11．4� 114．5
816 ソリティアリング 牝3芦 54 津村 明秀 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 442＋ 21：11．61� 30．9�
714 エメラルドアロー 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅�大樹ファーム 矢野 英一 浦河 大樹ファーム 414＋ 41：11．7� 162．2�
713 ワ カ バ 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 418－ 61：12．23 284．1�
815 ローズゴールド 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子村山 忠弘氏 鹿戸 雄一 日高 モリナガファーム 426＋ 61：12．3クビ 64．4�
48 ワンダーフルリール 牝3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太山本 信行氏 中竹 和也 浦河 帰山 清貴 408－ 6 〃 ハナ 67．7�
36 キ ク ノ デ ア 牝3青鹿 54

53 ☆小崎 綾也菊池 五郎氏 松田 国英 新ひだか 矢野牧場 412 ―1：12．4� 174．4�
23 ファステストネオ 牝3栗 54 柴山 雄一鈴木 伸昭氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 448＋ 21：12．5� 11．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，006，900円 複勝： 37，563，000円 枠連： 11，577，100円
馬連： 36，284，500円 馬単： 21，109，300円 ワイド： 26，708，600円
3連複： 56，146，900円 3連単： 72，385，300円 計： 279，781，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 150円 枠 連（4－6） 330円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 290円 �� 350円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 3，920円

票 数

単勝票数 計 180069 的中 � 68686（1番人気）
複勝票数 計 375630 的中 � 145369（1番人気）� 45890（3番人気）� 49952（2番人気）
枠連票数 計 115771 的中 （4－6） 26806（1番人気）
馬連票数 計 362845 的中 �� 39364（1番人気）
馬単票数 計 211093 的中 �� 16477（1番人気）
ワイド票数 計 267086 的中 �� 25026（1番人気）�� 19653（3番人気）�� 11221（4番人気）
3連複票数 計 561469 的中 ��� 27874（1番人気）
3連単票数 計 723853 的中 ��� 13370（1番人気）

ハロンタイム 9．4―11．5―11．6―12．3―12．4―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．9―32．5―44．8―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノリノリコユキ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 タイトスポット デビュー 2016．12．11 中山4着

2014．4．26生 牝3鹿 母 ストップザネバー 母母 ノーノーネヴアー 5戦1勝 賞金 10，600，000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。
（非当選馬） 1頭 グローリファイ号
（非抽選馬） 3頭 アテンウズメ号・トーアポリネシア号・フォーエバースカイ号

11050 4月22日 曇 良 （29福島1）第5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

713 ダークプリンセス 牝3青鹿54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 418＋ 21：10．4 3．1�
714 グラスハーモニー 牝3鹿 54 勝浦 正樹半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 480－141：10．61� 4．3�
35 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 476－ 4 〃 クビ 3．0�
24 ダイバージェント 牡3黒鹿56 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 21：10．81� 9．9�
612 エ マ ー ブ ル 牝3栗 54 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 伸一 新冠 長浜 秀昭 390± 01：11．01 13．8	
36 ジ ュ ー ン 牝3栗 54 川須 栄彦�和田牧場 和田 正道 新ひだか 桑嶋 峰雄 408＋ 8 〃 アタマ 235．6

12 サツキチャン 牝3黒鹿54 宮崎 北斗スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 山際牧場 410＋ 6 〃 ハナ 132．8�
815 ディアユリアザミ 牝3鹿 54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 池上 昌弘 新冠 武田牧場 474＋ 41：11．1� 33．8�
48 ダイメイピット 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹宮本 昇氏 本間 忍 日高 横井 哲 396－10 〃 クビ 44．3
47 アパラチアン 牝3栗 54 丸山 元気�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 428＋ 81：11．2クビ 103．7�
23 ティンウッドマン 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹西森 鶴氏 高橋 義博 新冠 隆栄牧場 460－ 6 〃 クビ 34．3�
611 セブンシーミノル 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 424－ 21：11．41� 160．9�
11 メイショウハガネ 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 松永 昌博 日高 下河辺牧場 460－ 41：11．82� 12．9�
59 コロンコロンカフェ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史西川 恭子氏 小島 太 様似 中脇 一幸 428＋ 41：12．11� 271．5�
510 アキサミヨー 牝3芦 54 柴山 雄一瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 424＋ 21：12．31� 188．3�
816 ハギノパートナーズ 牝3黒鹿 54

52 △木幡 初也日隈 良江氏 松田 国英 浦河 村下 明博 396－ 41：12．62 164．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，060，700円 複勝： 26，171，400円 枠連： 13，138，000円
馬連： 33，481，900円 馬単： 17，809，100円 ワイド： 21，169，100円
3連複： 42，403，200円 3連単： 54，080，300円 計： 228，313，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 150円 � 110円 枠 連（7－7） 520円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 300円 �� 220円 �� 340円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 3，780円

票 数

単勝票数 計 200607 的中 � 50223（2番人気）
複勝票数 計 261714 的中 � 58485（2番人気）� 36050（3番人気）� 67511（1番人気）
枠連票数 計 131380 的中 （7－7） 19250（2番人気）
馬連票数 計 334819 的中 �� 38529（2番人気）
馬単票数 計 178091 的中 �� 10875（3番人気）
ワイド票数 計 211691 的中 �� 16985（2番人気）�� 27606（1番人気）�� 14478（3番人気）
3連複票数 計 424032 的中 ��� 35363（1番人気）
3連単票数 計 540803 的中 ��� 10349（3番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．4―11．8―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―34．9―46．7―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダークプリンセス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．30 東京2着

2014．3．30生 牝3青鹿 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 ダイメイピット号の騎手井上敏樹は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・16番・10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 タガノアヌビス号

第１回 福島競馬 第５日



11051 4月22日 曇 良 （29福島1）第5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 アイアムジュピター 牡3鹿 56 菅原 隆一堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 504－ 61：47．7 8．5�
58 ラッキーパンチ 牡3鹿 56 田辺 裕信田島榮二郎氏 矢野 英一 日高 坂 牧場 494＋ 61：48．12� 4．6�
34 ブロードビーチ 牝3黒鹿54 菱田 裕二 �キャピタル・システム 渡辺 薫彦 日高 目黒牧場 422± 01：48．84 43．3�
712 カガヒーロー 牡3栗 56 秋山真一郎香川 憲次氏 谷 潔 新ひだか 山際 智 442－ 41：48．9� 3．8�
713 コ ハ ク 牡3栗 56 戸崎 圭太中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 444－ 81：49．11� 4．0�
23 モンスーンジャイア 牡3栗 56

53 ▲横山 武史大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 浦河小林牧場 442－ 41：49．2� 45．1	
610 ブラウンスビト 牡3黒鹿 56

53 ▲武藤 雅キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 元茂 義一 456－ 21：49．51� 6．0

35 ガクチカキッズ 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 追分ファーム 446± 01：50．03 51．8�
22 アキラノテソーロ 牡3黒鹿56 吉田 隼人了德寺健二氏 池上 昌和 浦河 丸幸小林牧場 464－ 41：50．32 20．5�
611 ナイトブラスター 牡3栗 56

55 ☆義 英真村上 稔氏 本田 優 浦河 中山牧場 484 ―1：50．93� 116．9
815 コパノカーニバル 牡3鹿 56 武 豊小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 谷岡牧場 484－101：51．0クビ 11．4�
59 ツクバカントウオオ 牡3鹿 56

54 △木幡 初也荻原 昭二氏 小野 次郎 日高 石原牧場 484± 0 〃 アタマ 256．8�
11 ハーモニーゲイリー 牡3鹿 56 原田 和真日下部勝德氏 栗田 徹 洞�湖 レイクヴィラファーム 506 ―1：51．31� 66．2�
46 ゴールデンチャンス 牝3青鹿54 中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426＋ 6 〃 クビ 103．5�
814 タ ネ ノ オ ー 牡3青鹿56 西村 太一種村 良平氏 久保田貴士 洞�湖 レイクヴィラファーム 488± 01：52．15 203．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，567，600円 複勝： 27，586，300円 枠連： 9，784，300円
馬連： 30，663，800円 馬単： 17，120，900円 ワイド： 21，707，800円
3連複： 41，846，800円 3連単： 52，893，700円 計： 218，171，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 270円 � 210円 � 1，030円 枠 連（4－5） 1，940円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 590円 �� 3，200円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 18，970円 3 連 単 ��� 94，680円

票 数

単勝票数 計 165676 的中 � 15559（5番人気）
複勝票数 計 275863 的中 � 28155（5番人気）� 39229（3番人気）� 5690（9番人気）
枠連票数 計 97843 的中 （4－5） 3896（8番人気）
馬連票数 計 306638 的中 �� 11514（9番人気）
馬単票数 計 171209 的中 �� 2840（21番人気）
ワイド票数 計 217078 的中 �� 10067（6番人気）�� 1677（31番人気）�� 2025（27番人気）
3連複票数 計 418468 的中 ��� 1654（54番人気）
3連単票数 計 528937 的中 ��� 405（270番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．8―31．0―43．9―56．8―1：09．0―1：21．6―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―3F38．7
1
3
7，8（6，13）（10，15）5，4，12，2－（3，11）（9，1，14）
7，8，13－（10，15）12（6，4）5，2，3，11，1，9，14

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

勝馬の
紹 介

アイアムジュピター �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．3．5 中山4着

2014．4．7生 牡3鹿 母 アイアムネオ 母母 イクスペクトトゥシャイン 3戦1勝 賞金 6，400，000円

11052 4月22日 曇 良 （29福島1）第5日 第4競走 ��3，380�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20分（番組第5競走を順序変更） （ 芝 ）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：38．5良

34 シンキングダンサー 牡4栗 59 金子 光希岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 466－103：41．6 4．9�
45 テイエムオペラドン 牡8鹿 62 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 496－ 23：42．45 7．1�
57 クラウンテイラー 牡5鹿 60 蓑島 靖典�クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 446－ 23：44．6大差 196．9�
610 シゲルナガイワシ 牡4栗 59 植野 貴也森中 蕃氏 松永 康利 日高 船越牧場 458－ 8 〃 クビ 22．4�
33 マイネルゼーラフ 牡6青鹿60 草野 太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 494＋ 83：44．81� 84．3�
711� メイショウオトコギ �8栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 488－ 83：45．01� 3．2	
58 ドリームハヤテ 牡7鹿 61 北沢 伸也ライオンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 512＋ 23：45．42	 3．9

22 トーセンメリッサ 牝5青 58 小野寺祐太島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 474＋ 63：45．61	 104．9�
46 エッケザックス �5鹿 60 上野 翔 社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450－ 43：45．91
 36．2�
712 ウメジマダイオー 牡8鹿 60 石神 深一村田 滋氏 星野 忍 平取 高橋 啓 524－ 83：46．43 70．6�
69 リヴゴーシュ �5栗 61 林 満明�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510－163：48．7大差 53．2�
813 ルグランシェクル 牡4黒鹿59 山本 康志藤田 岳彦氏 大江原 哲 日高 木村牧場 456－10 〃 ハナ 27．1�
814 ドクタールキア 牝7鹿 58 浜野谷憲尚松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 468－ 43：50．08 69．8�
11 テイエムシシーポス 牡7鹿 60 佐久間寛志竹園 正繼氏 杉山 晴紀 日高 テイエム牧場日高支場 490＋ 4 （競走中止） 6．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，726，400円 複勝： 17，581，800円 枠連： 9，011，200円
馬連： 24，981，100円 馬単： 14，271，600円 ワイド： 16，843，000円
3連複： 37，998，700円 3連単： 52，214，300円 計： 185，628，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 220円 � 5，400円 枠 連（3－4） 1，070円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 570円 �� 12，610円 �� 20，290円

3 連 複 ��� 81，890円 3 連 単 ��� 274，310円

票 数

単勝票数 計 127264 的中 � 20407（3番人気）
複勝票数 計 175818 的中 � 25550（3番人気）� 23845（4番人気）� 630（14番人気）
枠連票数 計 90112 的中 （3－4） 6511（5番人気）
馬連票数 計 249811 的中 �� 11708（8番人気）
馬単票数 計 142716 的中 �� 3891（10番人気）
ワイド票数 計 168430 的中 �� 8262（5番人気）�� 329（62番人気）�� 204（77番人気）
3連複票数 計 379987 的中 ��� 348（139番人気）
3連単票数 計 522143 的中 ��� 138（562番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 51．2－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シンキングダンサー �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2015．11．1 福島3着

2013．3．10生 牡4栗 母 スプリングボード 母母 マイラブクイーン 障害：6戦2勝 賞金 29，178，000円
〔競走中止〕 テイエムシシーポス号は，2号障害〔竹柵〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 シゲルナガイワシ号の騎手植野貴也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

メイショウオトコギ号の騎手白浜雄造は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 サトノギャラント号・プリンスダム号・マイネルポルトゥス号・ミヤジタイガ号
（非抽選馬） 1頭 シベリアンタイガー号



11053 4月22日 曇 良 （29福島1）第5日 第5競走 2，770�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10分（番組第4競走を順序変更） （ 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� コースレコード2：59．3良

810 ミュートエアー 牡4黒鹿59 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 454－123：04．3 3．1�
66 � クラウンドリーム 牡4芦 59 上野 翔矢野まり子氏 伊藤 伸一 新冠 ヒカル牧場 482－ 6 〃 クビ 12．1�
22 � レッドサヴァージ 牡5青鹿60 金子 光希 �東京ホースレーシング 二ノ宮敬宇 浦河 大道牧場 470＋ 43：04．93� 7．2�
11 レジェンドパワー �5黒鹿60 小野寺祐太西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 432－ 63：05．0� 9．5�
78 � ゴールドバンカー 牡5栗 60 石神 深一磯波 勇氏 伊藤 正徳 登別 登別上水牧場 442－103：05．85 34．7�
44 プレシャスタイム 牡4鹿 59 北沢 伸也小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 424－ 23：07．8大差 7．4	
77 ル ー 牡7鹿 60 山本 康志武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 472＋ 23：08．01� 2．5

55 ウインシンフォニア 牡4鹿 59 草野 太郎�ウイン 中野 栄治 新ひだか 片山牧場 482± 03：08．21� 30．5�
33 ファインキャプテン �4栗 59 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 452－163：09．05 108．8�
89 カリスマフォンテン 牝4鹿 57 高野 和馬吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 514－ 23：10．7大差 135．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 13，445，100円 複勝： 16，735，700円 枠連： 6，573，600円
馬連： 24，341，000円 馬単： 15，883，400円 ワイド： 16，094，200円
3連複： 36，134，300円 3連単： 62，025，500円 計： 191，232，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 270円 � 230円 枠 連（6－8） 1，720円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 710円 �� 430円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 14，320円

票 数

単勝票数 計 134451 的中 � 33759（2番人気）
複勝票数 計 167357 的中 � 37555（2番人気）� 13685（6番人気）� 16887（5番人気）
枠連票数 計 65736 的中 （6－8） 2959（8番人気）
馬連票数 計 243410 的中 �� 10255（8番人気）
馬単票数 計 158834 的中 �� 4639（10番人気）
ワイド票数 計 160942 的中 �� 5746（11番人気）�� 10085（5番人気）�� 3911（14番人気）
3連複票数 計 361343 的中 ��� 6911（18番人気）
3連単票数 計 620255 的中 ��� 3140（51番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 51．3－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミュートエアー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2016．2．7 東京15着

2013．4．1生 牡4黒鹿 母 レットイットスノー 母母 アスピリンスノー 障害：6戦1勝 賞金 14，780，000円
〔騎手変更〕 プレシャスタイム号の騎手佐久間寛志は，第4競走での落馬負傷のため北沢伸也に変更。

11054 4月22日 曇 良 （29福島1）第5日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12時45分 （ダート・右）

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

47 レッドアマビリス 牝4鹿 55 武 豊 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－101：46．8 2．6�
712 デイジーフローラ 牝4鹿 55 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 488－ 41：47．33 18．8�
814 スプリングキャロル 牝4鹿 55

53 △井上 敏樹 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 422－ 81：47．72� 22．1�
22 セータコローナ 牝4鹿 55 吉田 隼人�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 494－ 41：48．33� 8．4�
611� バイオレットフィズ 牝5黒鹿55 秋山真一郎中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 446－ 21：48．4� 22．3	
610 シャンタルエット 牝5鹿 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：48．5� 16．3

713 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± 01：48．92� 16．3�
815 ティアップリバティ 牝4栗 55 中井 裕二田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 468－ 21：49．11� 29．5�
59 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± 01：49．2� 31．8
11 シトロプシス 牝4鹿 55 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 アタマ 47．6�
58 � ゴールデンティアラ 牝4栗 55 丸山 元気菅原 広隆氏 土田 稔 新冠 新冠橋本牧場 450－10 〃 アタマ 54．3�
35 ジュエルメッセージ 牝4鹿 55 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 466± 01：49．62� 72．3�
34 メジャーガラメキ 牝5栗 55

54 ☆小崎 綾也髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 476－ 81：49．91� 24．1�
23 � サンレイフレンチ 牝6栗 55

53 △城戸 義政永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 428－ 41：50．22 270．1�
46 ウェイアップハイ 牝4鹿 55 戸崎 圭太加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 450－ 8 （競走中止） 3．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，326，800円 複勝： 31，861，000円 枠連： 13，916，700円
馬連： 37，110，600円 馬単： 20，508，700円 ワイド： 27，816，500円
3連複： 56，671，600円 3連単： 70，618，900円 計： 278，830，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 160円 � 430円 � 510円 枠 連（4－7） 540円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，530円 �� 4，590円

3 連 複 ��� 17，430円 3 連 単 ��� 66，830円

票 数

単勝票数 計 203268 的中 � 60256（1番人気）
複勝票数 計 318610 的中 � 69443（2番人気）� 16578（6番人気）� 13453（8番人気）
枠連票数 計 139167 的中 （4－7） 19650（2番人気）
馬連票数 計 371106 的中 �� 12230（7番人気）
馬単票数 計 205087 的中 �� 4940（7番人気）
ワイド票数 計 278165 的中 �� 7335（10番人気）�� 4679（14番人気）�� 1514（46番人気）
3連複票数 計 566716 的中 ��� 2438（57番人気）
3連単票数 計 706189 的中 ��� 766（192番人気）

ハロンタイム 7．0―11．6―12．2―12．8―12．8―12．0―12．9―12．6―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―56．4―1：08．4―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4F50．4―3F38．4
1
3
7，9，12，6（8，15）4（2，10，14）5（1，13）－11－3・（7，12）14，9（8，10）13，2，15－（5，11）4－1－3

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

勝馬の
紹 介

レッドアマビリス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Avenue of Flags デビュー 2015．7．12 中京5着

2013．5．14生 牝4鹿 母 リアリーハッピー 母母 Dear Laura 7戦2勝 賞金 16，200，000円
〔競走中止〕 ウェイアップハイ号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症したため向正面で競走中止。



11055 4月22日 晴 良 （29福島1）第5日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13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
1：45．3
1：43．9

良
良

815 シェルブルック 牡3鹿 56 秋山真一郎 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 494－ 81：49．2 13．1�
714 ウインクリムゾン 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 462 ―1：49．3� 90．1�
611 ブリッツシュラーク 牡3芦 56 田辺 裕信�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 6 〃 クビ 3．7�
59 サトノグラン 牡3青鹿56 中谷 雄太里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：49．4� 14．3�
23 サクラサクコロ 牡3鹿 56 柴山 雄一田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 中地 義次 442－ 4 〃 ハナ 5．3	
35 レッドクライム 牡3栗 56 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 新冠 新冠橋本牧場 454－ 81：49．5� 3．7

36 ローレルヴィクター 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 石田牧場 456＋ 21：49．82 76．0�
47 マイネルハレオ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 418± 01：50．01� 45．5�
11 サーカムスタンス 牡3栗 56

55 ☆	島 克駿吉田 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 464－ 6 〃 クビ 8．9

713 テイエムシャッフル 牡3黒鹿56 西田雄一郎竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 帰山 清貴 498－ 41：50．95 131．1�
510 ベストプレディクト 牡3鹿 56 武 豊 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 472－14 〃 アタマ 5．4�
12 ア カ イ バ ラ 牝3栗 54

52 △伴 啓太�和田牧場 和田 正道 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 424＋101：51．64 291．1�

24 ナウズザタイム 
3栗 56 吉田 隼人武田 修氏 武井 亮 浦河 杵臼牧場 446＋101：51．7クビ 203．0�
48 オロマップレディ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗�谷川牧場 青木 孝文 浦河 谷川牧場 470－ 4 〃 アタマ 217．0�
612 サンラスベガス 牝3黒鹿54 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 有限会社

ケイズ 478－121：52．12� 52．0�
816 チアダンサー 牝3黒鹿 54

52 △木幡 初也�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 458＋101：53．48 412．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，961，600円 複勝： 26，921，700円 枠連： 8，233，400円
馬連： 33，868，800円 馬単： 16，922，900円 ワイド： 22，877，900円
3連複： 44，580，300円 3連単： 58，836，900円 計： 231，203，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 390円 � 1，880円 � 180円 枠 連（7－8） 11，310円

馬 連 �� 65，290円 馬 単 �� 103，180円

ワ イ ド �� 18，340円 �� 1，170円 �� 4，910円

3 連 複 ��� 92，360円 3 連 単 ��� 748，360円

票 数

単勝票数 計 189616 的中 � 11510（6番人気）
複勝票数 計 269217 的中 � 16808（6番人気）� 2955（11番人気）� 49145（2番人気）
枠連票数 計 82334 的中 （7－8） 564（26番人気）
馬連票数 計 338688 的中 �� 402（68番人気）
馬単票数 計 169229 的中 �� 123（117番人気）
ワイド票数 計 228779 的中 �� 314（72番人気）�� 5221（13番人気）�� 1185（33番人気）
3連複票数 計 445803 的中 ��� 362（143番人気）
3連単票数 計 588369 的中 ��� 57（951番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―11．6―12．8―12．6―12．4―11．9―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―35．8―48．6―1：01．2―1：13．6―1：25．5―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シェルブルック �
�
父 タートルボウル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．17 中京7着

2014．2．6生 牡3鹿 母 シャルルヴォア 母母 フリーヴァケイション 6戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チアダンサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月22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。
（非当選馬） 1頭 コンカーアゲン号

11056 4月22日 晴 良 （29福島1）第5日 第8競走 ��1，150�サラブレッド系4歳以上
発走13時45分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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 メイショウボノム 牡5鹿 57 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 470－ 81：09．3 2．7�
612 トブガゴトク 牡4芦 57 勝浦 正樹松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 490－ 4 〃 クビ 10．6�
714 ペイシャバラード 牝4黒鹿55 柴山 雄一北所 直人氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 452＋ 41：09．83 19．6�
48 キョウエイスコール 牡4栗 57 戸崎 圭太田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 496＋ 21：10．01� 3．6�
611� ウエスタンレオーネ 牡5青鹿 57

54 ▲菊沢 一樹西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 486－ 61：10．1クビ 7．8�
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± 01：10．2� 16．4	

23 カキツバタチグサ 牡4鹿 57 丹内 祐次芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 510－ 81：10．3� 8．0

713 メイショウアタカマ 牡4鹿 57 丸山 元気松本 和子氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 456－121：10．51 49．5�
24 シグナリング 牝4鹿 55 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 452－101：10．6� 12．4�
11 キンシロケット 牡4鹿 57 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 500－101：10．81 97．6
12 � エスプリベルテ 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子小田 吉男氏 斎藤 誠 新ひだか 佐竹 学 500－ 81：10．9� 87．5�
59 � ココロノキャンバス 牝4栗 55

53 △木幡 初也田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 いとう牧場 384－ 21：11．32� 230．0�
47 マインドブロウ 牡5栗 57 横山 和生林 勝宗氏 的場 均 日高 白瀬 盛雄 500± 0 〃 ハナ 178．1�
815� ハナズウェポン 牡6栗 57

54 ▲横山 武史M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 484＋ 81：11．4クビ 103．7�
816� ロードリゲル 牡4鹿 57 西田雄一郎 �ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか ケイアイファーム 466－ 11：11．61� 136．5�
36 � メテオユニバンス 牝5鹿 55

53 △井上 敏樹亀井 哲也氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 420± 01：12．02� 323．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，536，600円 複勝： 26，525，000円 枠連： 11，239，500円
馬連： 37，533，500円 馬単： 21，406，200円 ワイド： 26，120，400円
3連複： 47，602，000円 3連単： 67，741，400円 計： 259，704，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 300円 � 360円 枠 連（5－6） 820円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 780円 �� 940円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 9，070円 3 連 単 ��� 34，100円

票 数

単勝票数 計 215366 的中 � 63231（1番人気）
複勝票数 計 265250 的中 � 54980（1番人気）� 20531（6番人気）� 16072（7番人気）
枠連票数 計 112395 的中 （5－6） 10610（2番人気）
馬連票数 計 375335 的中 �� 15965（5番人気）
馬単票数 計 214062 的中 �� 5252（6番人気）
ワイド票数 計 261204 的中 �� 8868（8番人気）�� 7248（11番人気）�� 2548（29番人気）
3連複票数 計 476020 的中 ��� 3935（33番人気）
3連単票数 計 677414 的中 ��� 1440（100番人気）

ハロンタイム 9．5―11．0―11．4―12．1―12．3―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．5―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4F48．8―3F37．4
3 10，12（4，14）（8，11）13，3（7，6，16）5（9，15，2）－1 4 10，12（4，14）（8，11）13－3（7，16）（5，6）15－（9，2）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウボノム �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．11．29 京都2着

2012．4．7生 牡5鹿 母 テンザンストーム 母母 Rythmical 22戦2勝 賞金 40，590，000円



11057 4月22日 晴 良 （29福島1）第5日 第9競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走14時15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
1：57．3
1：56．1

良
良

811 シャリオヴァルト 牡4鹿 57 田辺 裕信前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456－ 62：00．6 1．9�

68 シャインブライト 牡4芦 57 吉田 隼人了德寺健二氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 クビ 5．0�
812 レッドグルック 牡6鹿 57 津村 明秀 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 504＋102：01．02� 61．0�
33 ストーリーセラー 牡6鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 520－ 8 〃 クビ 9．0�
79 � ダブルフラワー 牝5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 488＋ 22：01．1� 7．1	
710 イタリアンフェッテ 牝6鹿 55

52 ▲武藤 雅芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 424＋ 42：01．2� 127．9

67 マルカブリスク 牡4栗 57 菱田 裕二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 436－ 6 〃 ハナ 22．5�
56 � プラウドウルフ 牡6栃栗 57

55 △木幡 初也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 468－ 82：01．41� 198．9�
44 ナンヨーテンプル 牡5黒鹿57 黛 弘人中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 494－102：01．5	 18．7
55 アインザッツ 牡4鹿 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B464± 02：01．6クビ 6．9�
11 � ヴ ォ ー チ ェ 牝4栗 55

53 △伴 啓太トニー倶楽部 星野 忍 浦河トラストスリーファーム B470－10 〃 アタマ 223．1�
22 � エイユービリーヴ 
5鹿 57

54 ▲菊沢 一樹笹部 義則氏 作田 誠二 浦河 赤田牧場 464－ 12：01．81� 172．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 20，667，200円 複勝： 29，585，600円 枠連： 8，728，600円
馬連： 35，957，800円 馬単： 22，516，200円 ワイド： 22，511，600円
3連複： 43，765，100円 3連単： 81，692，400円 計： 265，424，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 650円 枠 連（6－8） 370円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，150円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 5，280円 3 連 単 ��� 14，660円

票 数

単勝票数 計 206672 的中 � 86423（1番人気）
複勝票数 計 295856 的中 � 121259（1番人気）� 39835（2番人気）� 5958（8番人気）
枠連票数 計 87286 的中 （6－8） 17892（1番人気）
馬連票数 計 359578 的中 �� 60416（1番人気）
馬単票数 計 225162 的中 �� 25395（1番人気）
ワイド票数 計 225116 的中 �� 31124（1番人気）�� 4510（15番人気）�� 2026（23番人気）
3連複票数 計 437651 的中 ��� 6206（18番人気）
3連単票数 計 816924 的中 ��� 4040（49番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．2―11．7―12．8―12．7―12．1―12．3―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―34．9―46．6―59．4―1：12．1―1：24．2―1：36．5―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャリオヴァルト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Danehill デビュー 2015．11．28 東京2着

2013．4．20生 牡4鹿 母 エ ミ ナ 母母 Delilah 12戦2勝 賞金 26，200，000円

11058 4月22日 晴 良 （29福島1）第5日 第10競走 ��
��1，200�

ふしおがみ

伏 拝 特 別
発走14時50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 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

22 � ミスドバウィ 牝4鹿 55 石橋 脩林 正道氏 斎藤 誠 英 Sir Eric
Parker 474＋ 61：09．7 3．9�

814� 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± 0 〃 アタマ 6．6�

813�
 トーセンアルバータ 牝4鹿 54 横山 和生島川 �哉氏 古賀 史生 豪
Arrowfield Pastoral Pty
Ltd, Planette Thorough-
bred Trading, Belford Pr

470－ 41：10．02 41．3�
57 � エイシンピカソ 牝4栗 55 吉田 隼人平井 克彦氏 野中 賢二 米

Kendall E.
Hansen, M.D.
Racing, LLC

448＋ 4 〃 クビ 13．9�
33 ワンアフター 牡4栗 57 北村 友一薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 454－ 21：10．1� 8．7�
11 ジェットコルサ 牡5青 57 戸崎 圭太尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 480＋10 〃 ハナ 5．9	
58 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 450－ 4 〃 ハナ 3．8

711 プルメリアブーケ 牝4栗 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：10．31 19．7�
69 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 446＋ 8 〃 クビ 127．6�
45 カネトシブレス 牝4鹿 55 小崎 綾也兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 444－ 41：10．4クビ 59．7
34 フルオブスターズ 牝4黒鹿55 北村 宏司�村田牧場 奥村 武 新冠 村田牧場 424－161：10．5� 17．0�
46 ユ ッ セ 牝4栗 55 松岡 正海�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社

松田牧場 B476－ 21：10．6� 62．0�
712 ヴァッフシュテルケ 牡6青鹿57 城戸 義政�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 478－ 2 〃 クビ 23．6�
610
 スズカディープ 	5青鹿57 中谷 雄太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B422± 01：12．09 80．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，301，100円 複勝： 36，408，600円 枠連： 15，407，900円
馬連： 55，134，100円 馬単： 27，124，200円 ワイド： 32，557，300円
3連複： 72，476，200円 3連単： 98，406，800円 計： 361，816，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 200円 � 210円 � 1，590円 枠 連（2－8） 1，650円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 630円 �� 2，900円 �� 4，820円

3 連 複 ��� 22，600円 3 連 単 ��� 82，760円

票 数

単勝票数 計 243011 的中 � 49848（2番人気）
複勝票数 計 364086 的中 � 53028（2番人気）� 50332（3番人気）� 4496（11番人気）
枠連票数 計 154079 的中 （2－8） 7216（9番人気）
馬連票数 計 551341 的中 �� 25667（5番人気）
馬単票数 計 271242 的中 �� 7030（7番人気）
ワイド票数 計 325573 的中 �� 14340（5番人気）�� 2804（32番人気）�� 1669（45番人気）
3連複票数 計 724762 的中 ��� 2405（72番人気）
3連単票数 計 984068 的中 ��� 862（287番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．0―11．9―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．1―46．0―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミスドバウィ �
�
父 Dubawi �

�
母父 Indian Ridge デビュー 2016．2．27 中山5着

2013．5．9生 牝4鹿 母 Coyote 母母 Caramba 12戦2勝 賞金 28，085，000円



11059 4月22日 晴 良 （29福島1）第5日 第11競走 ��
��1，800�第14回福島牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
牝，4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：54�，収得賞金
3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：54�，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競
走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

福島県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

36 ウキヨノカゼ 牝7黒鹿54 吉田 隼人國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 482－ 61：46．8 6．7�
48 フロンテアクイーン 牝4鹿 54 北村 宏司長妻 和男氏 国枝 栄 浦河 林 孝輝 462± 0 〃 クビ 8．0�
59 クインズミラーグロ 牝5黒鹿54 武 豊 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 458－121：46．9クビ 3．2�
23 デンコウアンジュ 牝4黒鹿54 秋山真一郎田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 444－161：47．22 16．2�
815 リーサルウェポン 牝6鹿 54 丹内 祐次 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム 432－ 21：47．3	 124．7�
11 ギ モ ー ヴ 牝4鹿 54 
島 克駿吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 452－121：47．4	 21．3	
713 クロコスミア 牝4黒鹿54 戸崎 圭太大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 412－ 8 〃 クビ 6．6

47 トウカイシェーン 牝4栗 54 田中 健内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 450± 01：47．5	 61．1�
510 エテルナミノル 牝4黒鹿54 菱田 裕二吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 440－ 41：47．6	 14．9�
714 ロッカフラベイビー 牝5黒鹿54 津村 明秀山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 448－181：47．81� 14．5
611 ブリガアルタ 牝4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－ 2 〃 アタマ 16．3�
12 ハピネスダンサー 牝6鹿 54 北村 友一前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492－ 41：48．22	 49．9�
816 タマノブリュネット 牝5栗 54 丸山 元気玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 474－ 91：48．3クビ 85．5�
35 ウインファビラス 牝4芦 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 454－121：48．72	 9．1�
612 ペイシャフェリス 牝6鹿 54 川須 栄彦北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 454－ 21：48．8クビ 24．9�
24 ウエスタンレベッカ 牝7鹿 54 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 458＋ 41：48．9� 112．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 99，773，800円 複勝： 150，694，700円 枠連： 75，900，600円
馬連： 400，550，000円 馬単： 150，724，500円 ワイド： 200，926，300円
3連複： 733，288，200円 3連単： 926，250，400円 計： 2，738，108，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 200円 � 230円 � 140円 枠 連（3－4） 1，550円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 6，480円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 630円 �� 610円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 24，790円

票 数

単勝票数 計 997738 的中 � 117632（3番人気）
複勝票数 計1506947 的中 � 178842（2番人気）� 142752（4番人気）� 345313（1番人気）
枠連票数 計 759006 的中 （3－4） 37867（6番人気）
馬連票数 計4005500 的中 �� 97764（11番人気）
馬単票数 計1507245 的中 �� 17433（23番人気）
ワイド票数 計2009263 的中 �� 42660（10番人気）�� 83007（3番人気）�� 87054（2番人気）
3連複票数 計7332882 的中 ��� 152733（4番人気）
3連単票数 計9262504 的中 ��� 27085（39番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．4―12．0―12．0―11．8―11．8―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―34．9―46．9―58．9―1：10．7―1：22．5―1：34．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウキヨノカゼ �
�
父 オンファイア �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2012．11．4 東京1着

2010．3．30生 牝7黒鹿 母 アドマイヤダッシュ 母母 シンコウエンジェル 17戦5勝 賞金 183，205，000円
〔制裁〕 トウカイシェーン号の騎手田中健は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ウインオリアート号・ノットフォーマル号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりウキヨノカゼ号は，ヴィクトリアマイル（GⅠ）競走に優先出走できる。

11060 4月22日 晴 良 （29福島1）第5日 第12競走 ��
��1，700�

は な み や ま

花 見 山 特 別
発走16時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，28．4．23以降29．4．16まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

23 シンゼンドリーム 牡4黒鹿55 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 468－ 61：45．9 3．8�
611 ショートストーリー 牡4黒鹿56 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 488－ 41：46．11� 3．9�
22 ディアドナテロ 牡5黒鹿55 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 池上 昌弘 新冠 武田牧場 B478－ 4 〃 アタマ 4．6�
47 ハ シ カ ミ 牡4青鹿54 伴 啓太中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 470－ 41：46．63 20．2�
610 ドリームリヴァール �7黒鹿54 藤田菜七子ライオンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 454－ 21：46．7	 22．2�
713 ネクストムーブ 牡4栗 55 黒岩 悠林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 498－141：47．23 26．6	
46 ワイドリーザワン 牡5黒鹿54 北村 宏司坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B450－ 81：47．3	 7．4

815 ハイヴォルテージ 牡5栗 53 木幡 初也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 456± 0 〃 クビ 86．7�
34 メイショウルンバ 牝6栗 52 森 一馬松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 482－ 41：47．62 38．6�
712 サクレディーヴァ 牝4芦 52 吉田 隼人 K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 510＋ 61：47．7	 10．9
59 メイショウカシュウ 牡5鹿 53 丸山 元気松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 494－ 81：48．44 53．0�
814
 エイシンスペーシア �6栗 53 横山 和生岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 B466＋201：49．35 63．2�
58 アルティマウェポン 牝4栗 53 津村 明秀幅田 昌伸氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 470＋161：49．51� 19．0�
11 ジュアンマリエ 牝4栗 52 原田 和真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 446＋ 21：51．5大差 71．7�
35 
 ス ケ ロ ク 牡5栗 54 松岡 正海サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 502＋ 6 〃 クビ 41．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，552，700円 複勝： 49，228，600円 枠連： 24，006，800円
馬連： 84，677，300円 馬単： 38，292，300円 ワイド： 52，525，100円
3連複： 121，254，700円 3連単： 160，178，800円 計： 564，716，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 140円 � 160円 枠 連（2－6） 420円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 310円 �� 370円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 5，050円

票 数

単勝票数 計 345527 的中 � 72233（1番人気）
複勝票数 計 492286 的中 � 85602（2番人気）� 94888（1番人気）� 74017（3番人気）
枠連票数 計 240068 的中 （2－6） 43554（1番人気）
馬連票数 計 846773 的中 �� 83689（1番人気）
馬単票数 計 382923 的中 �� 19609（1番人気）
ワイド票数 計 525251 的中 �� 43848（1番人気）�� 36232（2番人気）�� 34247（3番人気）
3連複票数 計1212547 的中 ��� 77370（1番人気）
3連単票数 計1601788 的中 ��� 22960（1番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．4―42．0―54．6―1：07．1―1：20．1―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シンゼンドリーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2015．11．15 京都3着

2013．3．8生 牡4黒鹿 母 スプリングシティ 母母 Seattle Special 15戦3勝 賞金 42，053，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュアンマリエ号・スケロク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月22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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アスタリスク号
（非抽選馬）12頭 アルセナーレ号・スマイルフォース号・セルリアンラビット号・タニガワ号・テイエムリヴィエラ号・

ディグニファイド号・ハリケーンリリー号・フィエルテ号・ペイシャゴンジセ号・メイショウバッハ号・
リキサンダイオー号・レッツゴースター号



（29福島1）第5日 4月22日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175頭 本 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

242，030，000円
12，520，000円
2，000，000円
28，660，000円
69，318，000円
6，218，800円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
320，926，500円
476，863，400円
207，517，700円
834，584，400円
383，689，300円
487，857，800円
1，334，168，000円
1，757，324，700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 5，802，931，800円

総入場人員 12，773名 （有料入場人員 8，338名）
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