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11061 4月23日 晴 良 （29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）

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

12 メモリートニック 牡3黒鹿56 秋山真一郎�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 成隆牧場 B442＋ 41：10．3 30．4�
35 ヒハマタノボル 牝3鹿 54

52 △木幡 初也山本 武司氏 高市 圭二 新冠 村田牧場 450－ 41：10．51� 8．6�
714 シゲルシャチ 牡3栗 56 吉田 隼人森中 蕃氏 杉山 晴紀 新冠 石田牧場 B470－ 81：10．6クビ 5．7�
713 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 462－ 41：10．91� 3．8�
24 サーストンユメコ 牝3栗 54 石橋 脩齊藤 宣勝氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 460± 01：11．11� 3．3�
11 シゲルエゾシカ 牝3栗 54

53 ☆義 英真森中 蕃氏 飯田 祐史 浦河 村下 貞憲 448＋ 21：11．2� 150．9	
611 ビーフォルツァ 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也馬場 祥晃氏 牧田 和弥 むかわ 貞広 賢治 458－ 6 〃 ハナ 29．8

510 ピ ル ー ラ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子加藤 徹氏 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 442－ 4 〃 ハナ 80．7�
47 アイフィルプリティ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹吉田 照哉氏 田中 剛 新冠 スカイビーチステーブル 476－ 61：11．3クビ 8．1�
59 サウスクイーン 牝3芦 54

52 △伴 啓太南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 430－12 〃 ハナ 43．8
816 カネトシユキミ 牝3黒鹿 54

51 ▲武藤 雅兼松 昌男氏 水野 貴広 浦河 ヒダカフアーム 392± 01：11．51� 40．8�
48 スエヒロワンダー 牡3栗 56 宮崎 北斗西村 專次氏 武市 康男 新冠 八木 明広 438－ 41：11．81� 43．6�
815 ネコドリーム 牝3黒鹿54 横山 和生桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 464－14 〃 クビ 10．2�
612 サンコロンバス 牝3黒鹿54 西田雄一郎 �加藤ステーブル 上原 博之 新冠 ベルモント

ファーム 398－101：12．11� 222．1�
36 シャルマンクリール 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星水谷 昌晃氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 482 ―1：12．84 104．4�
23 ユーガットミー 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹藤本 幸雄氏 南田美知雄 新ひだか 大塚牧場 416 ―1：16．6大差 101．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，492，800円 複勝： 23，771，800円 枠連： 10，646，300円
馬連： 31，586，100円 馬単： 16，502，800円 ワイド： 22，362，600円
3連複： 50，202，700円 3連単： 60，195，100円 計： 229，760，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，040円 複 勝 � 930円 � 270円 � 230円 枠 連（1－3） 7，730円

馬 連 �� 9，890円 馬 単 �� 21，190円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 2，640円 �� 930円

3 連 複 ��� 20，300円 3 連 単 ��� 126，490円

票 数

単勝票数 計 144928 的中 � 3807（8番人気）
複勝票数 計 237718 的中 � 5524（7番人気）� 24683（4番人気）� 29734（3番人気）
枠連票数 計 106463 的中 （1－3） 1067（19番人気）
馬連票数 計 315861 的中 �� 2475（27番人気）
馬単票数 計 165028 的中 �� 584（56番人気）
ワイド票数 計 223626 的中 �� 2144（24番人気）�� 2144（24番人気）�� 6398（12番人気）
3連複票数 計 502027 的中 ��� 1854（57番人気）
3連単票数 計 601951 的中 ��� 345（349番人気）

ハロンタイム 9．6―11．0―11．5―12．3―12．8―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．6―32．1―44．4―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メモリートニック �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2016．6．19 函館5着

2014．4．3生 牡3黒鹿 母 メモリーソフィア 母母 メモリーアフリート 9戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走状況〕 サンコロンバス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 アイフィルプリティ号の騎手菊沢一樹は，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：5番・4番）
〔調教再審査〕 サンコロンバス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユーガットミー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月23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。
（非抽選馬） 4頭 アーチザスカイ号・イフェメラ号・シュートザスター号・スマートバッカス号

11062 4月23日 晴 良 （29福島1）第6日 第2競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走10時20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
1：57．3
1：56．1

良
良

11 ラ レ ゾ ン 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438－ 22：02．9 2．0�

48 キープスマイル 牝3鹿 54
51 ▲藤田菜七子 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 豊洋牧場 434＋ 22：03．11� 89．6�
815 マンボスカイ 牝3黒鹿54 北村 友一吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474－102：03．2� 6．9�
47 アドマイヤアルパマ 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 418－ 6 〃 アタマ 6．5�
612 ディアラビーニア 牝3黒鹿54 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 日高 千葉飯田牧場 412－ 4 〃 ハナ 12．5	
12 レインボーショット 牝3芦 54 丹内 祐次 �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 446＋ 4 〃 クビ 40．1

35 アサーティブ 牝3鹿 54 津村 明秀�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－182：03．3� 15．0�
713 ハギノエスカーダ 牝3鹿 54

52 △木幡 初也日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 426－ 62：03．4� 18．1�
36 ヴォーチェドーロ 牝3芦 54

53 ☆加藤 祥太窪田 康志氏 吉村 圭司 平取 坂東牧場 484－202：03．71� 13．7
510 ガ ジ ュ マ ル 牝3芦 54 丸山 元気山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 474 ― 〃 ハナ 47．7�
23 プ ロ ー ン 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹グリーンスウォード高市 圭二 新冠 芳住 鉄兵 398－ 4 〃 クビ 42．6�
59 リンネルクロス 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 394－102：04．12� 15．9�
816 メイショウユウワ 牝3栗 54 森 一馬松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 岡部牧場 422－ 62：04．31� 184．7�
24 ニシノヒスイ 牝3青 54 西田雄一郎西山 茂行氏 星野 忍 新ひだか 田原安田牧場 494－ 8 〃 クビ 66．4�
611 サンボストン 牝3鹿 54 黛 弘人 �加藤ステーブル 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 482－ 82：04．83 107．5�
714 ミ コ エ バ ー 牝3黒鹿54 勝浦 正樹古賀 慎一氏 谷原 義明 新冠 若林牧場 474± 02：05．33 42．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，722，000円 複勝： 23，135，300円 枠連： 9，764，300円
馬連： 30，674，700円 馬単： 15，879，600円 ワイド： 21，840，400円
3連複： 45，996，500円 3連単： 55，934，700円 計： 219，947，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 1，590円 � 190円 枠 連（1－4） 770円

馬 連 �� 12，380円 馬 単 �� 16，150円

ワ イ ド �� 4，700円 �� 390円 �� 13，110円

3 連 複 ��� 26，370円 3 連 単 ��� 129，970円

票 数

単勝票数 計 167220 的中 � 64677（1番人気）
複勝票数 計 231353 的中 � 63342（1番人気）� 2377（15番人気）� 30803（2番人気）
枠連票数 計 97643 的中 （1－4） 9736（3番人気）
馬連票数 計 306747 的中 �� 1920（36番人気）
馬単票数 計 158796 的中 �� 737（56番人気）
ワイド票数 計 218404 的中 �� 1120（46番人気）�� 16475（1番人気）�� 397（79番人気）
3連複票数 計 459965 的中 ��� 1308（85番人気）
3連単票数 計 559347 的中 ��� 312（408番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．0―48．5―1：01．8―1：14．1―1：26．4―1：38．3―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラ レ ゾ ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Labeeb デビュー 2016．10．22 東京14着

2014．2．11生 牝3黒鹿 母 ラ リ ー ズ ン 母母 Reasoning 6戦1勝 賞金 7，050，000円
〔制裁〕 キープスマイル号の騎手藤田菜七子は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・6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。
（非当選馬） 2頭 サンマルスイート号・プロヴェルビオ号

第１回 福島競馬 第６日



11063 4月23日 晴 良 （29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

713 リョウランヒーロー 牡3黒鹿56 横山 和生佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 468± 01：48．3 11．4�
23 シンゼンキング 牡3黒鹿56 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 472＋ 81：48．62 8．5�
46 サンライズチャージ 牡3鹿 56 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 梅田牧場 490－141：49．02� 6．6�
47 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± 01：49．1� 25．3�
34 シンパンジャ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹深澤 朝房氏 奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 474－121：49．2クビ 69．0�
35 ニシノリヒト 牡3鹿 56 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 日西牧場 446± 01：49．3� 15．7	
58 ジャストヒーロー 牡3黒鹿56 西田雄一郎密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 B448± 01：49．51� 13．7

59 ブルベアライノ 牡3芦 56

53 ▲武藤 雅 �ブルアンドベア 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 478± 01：49．71� 138．5�
22 コスモフリップ 牝3芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 8 〃 アタマ 10．7
611� ファージンゲール 牝3鹿 54 北村 友一吉田 和美氏 吉村 圭司 米 Kaz Hill

Farm 456－ 61：49．91� 1．9�
610 シンキングターボ 牡3栗 56

54 △井上 敏樹佐藤 雄司氏 大和田 成 新ひだか 山際牧場 480－ 21：50．75 178．2�
11 � オルファリオン 牡3青鹿56 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 米 AR Enter-
prises, Inc B538＋ 41：51．33� 18．8�

814 ム ー ド ン 牝3鹿 54
53 ☆加藤 祥太北山 敏�氏 伊藤 大士 浦河 ヒダカフアーム 470－121：52．47 188．6�

815 パラダイスシップ 牡3芦 56
54 △坂井 瑠星 �サンデーレーシング 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－101：52．82� 106．9�
712 クラウンジュエリー 牡3栗 56 中井 裕二杉山 一穂氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 446－101：53．75 72．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，963，000円 複勝： 28，766，700円 枠連： 10，295，000円
馬連： 34，867，500円 馬単： 20，292，000円 ワイド： 25，996，700円
3連複： 51，999，900円 3連単： 73，895，100円 計： 265，075，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 310円 � 220円 � 200円 枠 連（2－7） 2，590円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 6，790円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 940円 �� 870円

3 連 複 ��� 6，580円 3 連 単 ��� 46，100円

票 数

単勝票数 計 189630 的中 � 13223（5番人気）
複勝票数 計 287667 的中 � 21916（6番人気）� 35330（3番人気）� 40503（2番人気）
枠連票数 計 102950 的中 （2－7） 3077（10番人気）
馬連票数 計 348675 的中 �� 6595（13番人気）
馬単票数 計 202920 的中 �� 2240（20番人気）
ワイド票数 計 259967 的中 �� 5778（12番人気）�� 7097（9番人気）�� 7711（7番人気）
3連複票数 計 519999 的中 ��� 5926（25番人気）
3連単票数 計 738951 的中 ��� 1162（136番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―30．7―43．4―56．0―1：08．5―1：21．8―1：35．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リョウランヒーロー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2016．10．9 東京10着

2014．3．28生 牡3黒鹿 母 ヴィジョンサクラ 母母 サンフラワーマミー 7戦1勝 賞金 8，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウンジュエリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月23日まで平地

競走に出走できない。

11064 4月23日 晴 良 （29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 7，800，000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

56 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± 03：03．7 2．8�

67 � ソルティコメント 牡5栗 60 五十嵐雄祐窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 米 Craig B.
Singer 464± 03：03．91 4．1�

11 ドゥドゥドゥ 牡4青鹿59 黒岩 悠�ターフ・スポート坂口 正則 日高 モリナガファーム 458－ 43：04．11� 47．1�
811 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 436－ 43：04．2� 15．5�
79 ア ツ コ 牝4鹿 57 森 一馬由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 豊洋牧場 500－ 6 〃 クビ 6．7	
55 	 タイセイエナジー 牡5栗 60 石神 深一田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 474－ 63：04．62� 5．6

33 	 セガールフォンテン 牡7栗 60 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 494－ 63：06．5大差 61．2�
22 グローリーミスト 牡4青鹿59 林 満明 �グリーンファーム中竹 和也 安平 ノーザンファーム 476－ 43：06．82 8．8�
812 ニシノファルコン 牡4黒鹿59 高野 和馬西村 亮二氏 高橋 文雅 浦河 王蔵牧場 B448－243：06．9クビ 102．9
710� アメリカンゴールド 牡5鹿 60 浜野谷憲尚吉澤 克己氏 戸田 博文 愛 Society Selec-

tion Syndicate 540＋ 23：07．0
 20．8�
44 ウインブルースカイ 牡4栗 59 草野 太郎�ウイン 清水 英克 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 468＋ 43：08．59 61．0�
68 トウショウギフト 牡8鹿 60 上野 翔トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 542－103：09．13� 20．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 13，129，100円 複勝： 15，998，900円 枠連： 9，384，100円
馬連： 24，344，900円 馬単： 14，856，500円 ワイド： 15，954，000円
3連複： 39，140，800円 3連単： 57，696，300円 計： 190，504，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 170円 � 940円 枠 連（5－6） 480円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，930円 �� 3，840円

3 連 複 ��� 13，910円 3 連 単 ��� 53，690円

票 数

単勝票数 計 131291 的中 � 36224（1番人気）
複勝票数 計 159989 的中 � 35747（1番人気）� 27437（2番人気）� 2890（10番人気）
枠連票数 計 93841 的中 （5－6） 15002（2番人気）
馬連票数 計 243449 的中 �� 22117（2番人気）
馬単票数 計 148565 的中 �� 6731（3番人気）
ワイド票数 計 159540 的中 �� 16063（1番人気）�� 1278（29番人気）�� 969（35番人気）
3連複票数 計 391408 的中 ��� 2110（43番人気）
3連単票数 計 576963 的中 ��� 779（179番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 51．8－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルイルミナル �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 タマモクロス デビュー 2012．7．8 福島5着

2010．3．9生 牡7鹿 母 マイネアクティース 母母 ヒカルダンサー 障害：7戦1勝 賞金 15，780，000円



11065 4月23日 晴 良 （29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

23 マーヴェルズ 牡3鹿 56
55 ☆加藤 祥太 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B440－102：42．1 13．9�
713 ヨ シ ヒ コ 牡3黒鹿 56

54 △伴 啓太菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B480－ 62：42．63 32．1�
24 ハルカノテソーロ 牡3鹿 56 丹内 祐次了德寺健二氏 高木 登 新ひだか 服部 健太郎 516－ 62：42．81� 2．5�
12 ニホンピロワールド 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 448＋ 22：43．33 27．0�
510 イタリアンホワイト 牝3芦 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 22：44．04 4．6�
35 タイセイキーマン 牡3黒鹿56 石橋 脩田中 成奉氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 492－ 6 〃 アタマ 120．2	
612 ヘラクレスバイオ 牡3黒鹿56 黛 弘人バイオ
 奥平 雅士 平取 清水牧場 432－18 〃 クビ 22．3�
59 バッケンシェール 牡3鹿 56 吉田 隼人
G1レーシング 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 476＋122：44．21� 5．2�
611 カ ト リ ー ヌ 牝3鹿 54 丸田 恭介荒牧 政美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 450－102：44．94 12．7
815 スムーズジャズ 牡3黒鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 今野 貞一 安平 追分ファーム 500 ―2：45．43 36．0�
714 ミサトウオッカ 牝3栗 54 勝浦 正樹戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 452－ 22：45．72 34．4�
11 ユメノカヨヒヂ 牡3黒鹿56 菅原 隆一内田 玄祥氏 奥平 雅士 新冠 パカパカ

ファーム 460＋ 22：47．4大差 186．7�
48 クロノスドリーム 牡3黒鹿56 横山 和生田島 孝司氏 鈴木 伸尋 新冠 松浦牧場 476± 02：49．3大差 143．3�
816 デルマキミコイシ 牡3芦 56

53 ▲菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 496－ 22：49．51� 94．0�
36 ロードアプローズ 牡3鹿 56 丸山 元気 
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 500＋ 42：50．99 12．9�
47 ウインドブリバティ �3黒鹿 56

54 △木幡 初也�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 500－262：53．7大差 47．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，924，000円 複勝： 25，517，600円 枠連： 13，496，800円
馬連： 32，273，200円 馬単： 18，175，700円 ワイド： 24，677，300円
3連複： 50，491，900円 3連単： 61，730，200円 計： 244，286，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 310円 � 800円 � 140円 枠 連（2－7） 2，180円

馬 連 �� 22，130円 馬 単 �� 39，740円

ワ イ ド �� 5，570円 �� 630円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 18，120円 3 連 単 ��� 161，560円

票 数

単勝票数 計 179240 的中 � 10286（6番人気）
複勝票数 計 255176 的中 � 18338（5番人気）� 6040（10番人気）� 67276（1番人気）
枠連票数 計 134968 的中 （2－7） 4785（9番人気）
馬連票数 計 322732 的中 �� 1130（49番人気）
馬単票数 計 181757 的中 �� 343（89番人気）
ワイド票数 計 246773 的中 �� 1088（48番人気）�� 10773（4番人気）�� 3420（21番人気）
3連複票数 計 504919 的中 ��� 2089（57番人気）
3連単票数 計 617302 的中 ��� 277（462番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．7―12．5―12．1―12．5―12．5―13．3―12．8―12．8―13．1―12．6―12．5

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�
12．8―23．7―35．4―47．9―1：00．0―1：12．5―1：25．0―1：38．3―1：51．1―2：03．9―2：17．0―2：29．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→」 上り4F51．0―3F38．2
1
�
6，7－10，2，16＝13－14（11，4，12）（1，9）3－5，8，15
10，2－13，3（16，12）6（9，14）4，11（7，15）5－1－8

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

勝馬の
紹 介

マーヴェルズ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．12．24 阪神5着

2014．4．8生 牡3鹿 母 メルヴェイユドール 母母 ゴールデンサッシュ 4戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユメノカヨヒヂ号・デルマキミコイシ号・ロードアプローズ号・ウインドブリバティ号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月23日まで平地競走に出走できない。
クロノスドリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月23日まで平地競
走に出走できない。

11066 4月23日 晴 良 （29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

12 ノーブルプルート 牝3鹿 54
51 ▲武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 456± 01：10．1 14．2�

611 ミ ラ ド ー ル 牝3青 54
52 △坂井 瑠星水上 行雄氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B440－ 21：10．41� 6．7�

23 デンコウアリオン 牡3鹿 56
55 ☆義 英真田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 454＋ 21：10．5� 12．4�

815 パルクリール 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 414± 0 〃 アタマ 4．0�

816 ニュークラウン 牝3芦 54 北村 友一原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム B426± 01：10．6� 10．5�
714 タイセイサルート 牝3青鹿54 勝浦 正樹田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 千葉飯田牧場 B452－ 4 〃 アタマ 26．5	
48 ユウギリジョウ 牝3黒鹿54 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 450＋ 41：10．81� 2．7

36 フェイバリットラン 牝3鹿 54 黛 弘人平田 修氏 和田 雄二 日高 ヤナガワ牧場 428－ 4 〃 クビ 35．3�
35 メイショウルーシー 牝3青鹿 54

53 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 412－ 21：10．9� 26．3�
47 ミッツノオネガイ 牝3栗 54

52 △井上 敏樹岡 浩二氏 小笠 倫弘 新冠 スカイビーチステーブル 486＋12 〃 ハナ 66．5
510 シ ザ ン サ ス 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史福田 光博氏 加藤 和宏 浦河 高岸 順一 430－181：11．11� 30．4�
11 ムーンロード 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 昭一氏 畠山 吉宏 新ひだか 静内酒井牧場 392＋ 81：11．2� 60．9�
59 スタコラサッサ 牝3黒鹿54 横山 和生吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 クビ 61．5�
713 サノノジャングル 牡3栗 56

54 △木幡 初也佐野 信幸氏 中野 栄治 平取 川向高橋育
成牧場 394－ 41：11．51� 159．8�

612 フクノディナール 牡3黒鹿56 二本柳 壮福島 祐子氏 小島 茂之 日高 北田 剛 454－101：11．81� 131．3�
24 タ カ ラ ユ メ 牝3栃栗 54

51 ▲藤田菜七子村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 402＋ 61：12．11� 19．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，424，500円 複勝： 21，635，400円 枠連： 12，078，600円
馬連： 32，465，800円 馬単： 17，266，900円 ワイド： 23，090，600円
3連複： 47，807，100円 3連単： 59，046，500円 計： 229，815，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 530円 � 280円 � 380円 枠 連（1－6） 5，080円

馬 連 �� 5，670円 馬 単 �� 11，660円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 1，770円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 14，240円 3 連 単 ��� 94，910円

票 数

単勝票数 計 164245 的中 � 9201（6番人気）
複勝票数 計 216354 的中 � 9847（7番人気）� 22442（4番人気）� 14596（5番人気）
枠連票数 計 120786 的中 （1－6） 1842（19番人気）
馬連票数 計 324658 的中 �� 4436（22番人気）
馬単票数 計 172669 的中 �� 1110（42番人気）
ワイド票数 計 230906 的中 �� 3130（21番人気）�� 3357（19番人気）�� 4104（14番人気）
3連複票数 計 478071 的中 ��� 2517（46番人気）
3連単票数 計 590465 的中 ��� 451（303番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．3―11．8―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．6―46．4―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーブルプルート �
�
父 キングズベスト �

�
母父 アッミラーレ デビュー 2016．11．6 東京9着

2014．5．6生 牝3鹿 母 フラワーロック 母母 カシオペアレディ 4戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ショウナンカグヤ号・スマートサクソン号・ファシル号



11067 4月23日 晴 良 （29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 7，500，000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

59 ダノンプレシャス 牡4青鹿57 北村 友一�ダノックス 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 458－ 81：47．2 7．3�
46 タイキオールブルー 牡5青鹿 57

54 ▲武藤 雅�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム B450± 01：47．41� 7．6�

611 ミュゼリバイアサン 牡4鹿 57 原田 和真菊地 祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 B500－ 21：47．93 2．2�
814� ダッシングブルー 牡5黒鹿 57

55 △伴 啓太 �ブルーマネジメント蛯名 利弘 新冠 川上牧場 B498－ 41：48．11 13．4�
47 グランシャリオ 牡5栗 57

55 △坂井 瑠星村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム B456－ 41：48．2� 26．0	
22 � アイファーウタオー 牡4黒鹿57 藤懸 貴志中島 稔氏 斉藤 崇史 新ひだか 静内山田牧場 490－12 〃 クビ 45．3

11 ヨドノナイト 牡5鹿 57 石橋 脩海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 494－ 21：48．3クビ 8．0�
34 � ミュートロギア 牡4青鹿 57

55 △木幡 初也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 498± 0 〃 クビ 27．2�

35 � ゴーフォワード �4鹿 57
54 ▲藤田菜七子前田 剛氏 坂口 正則 新ひだか 岡田スタツド 448－ 41：48．51 29．0

815 ベルウッドタマド 牡4鹿 57 宮崎 北斗鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 472－ 21：48．71� 35．8�
712 ジェムラッシュ 牡4栗 57 杉原 誠人西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 548－ 8 〃 アタマ 34．9�
610 ファントムグレイ 牡4芦 57 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 432± 01：48．91� 17．2�
23 テ イ ア 牝5鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 422－ 61：49．0クビ 182．9�
58 ガンマーフォンテン 牡5栗 57

55 △井上 敏樹吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 518＋ 21：49．32 221．1�
713 リネンソング 牡4黒鹿57 吉田 隼人戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 466－ 21：49．61� 12．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，137，800円 複勝： 24，777，200円 枠連： 12，422，500円
馬連： 33，758，000円 馬単： 16，970，100円 ワイド： 24，492，100円
3連複： 47，611，000円 3連単： 62，904，800円 計： 241，073，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 � 170円 � 120円 枠 連（4－5） 2，440円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 5，120円

ワ イ ド �� 800円 �� 430円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 18，380円

票 数

単勝票数 計 181378 的中 � 19855（2番人気）
複勝票数 計 247772 的中 � 22165（4番人気）� 35310（2番人気）� 66237（1番人気）
枠連票数 計 124225 的中 （4－5） 3930（8番人気）
馬連票数 計 337580 的中 �� 8591（10番人気）
馬単票数 計 169701 的中 �� 2482（14番人気）
ワイド票数 計 244921 的中 �� 7089（8番人気）�� 14446（3番人気）�� 24083（1番人気）
3連複票数 計 476110 的中 ��� 13913（3番人気）
3連単票数 計 629048 的中 ��� 2481（31番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．8―13．1―12．8―12．3―12．7―13．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．0―43．1―55．9―1：08．2―1：20．9―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F39．0
1
3
11，1，4，5（2，13）6，15（9，10）（8，14）－（3，7）－12
11，1（4，5）（2，6，13）（9，15，10）14－（8，7）3－12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンプレシャス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．8．15 新潟7着

2013．3．11生 牡4青鹿 母 スズカエルマンボ 母母 スプリングマンボ 13戦2勝 賞金 21，090，000円
〔制裁〕 ダノンプレシャス号の騎手北村友一は，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10，000円。（被害馬：6番）
※ベルウッドタマド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

11068 4月23日 晴 良 （29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）

若手騎手，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

11 イソノヴィグラス 牡4栗 57
55 △井上 敏樹岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 468－ 61：09．7 8．8�

35 � ホ ー ミ ー 牡4黒鹿57 森 一馬小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 468＋10 〃 クビ 96．5�
59 ナミノリゴリラ 牝5黒鹿55 原田 和真小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 480－101：09．8� 13．9�
815 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 446－ 4 〃 クビ 4．6�
714 オールオブユー 牝5栗 55

54 ☆�島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500－ 81：09．9クビ 17．1�

611 パミーナコラッジョ 牝4鹿 55
52 ▲武藤 雅桜井 忠隆氏 水野 貴広 新冠 須崎牧場 478－ 8 〃 アタマ 10．4�

510 フジワンエンジェル 牝4鹿 55 横山 和生	富士開発 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 456－ 2 〃 ハナ 53．8

36 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 520＋ 21：10．0� 13．4�
23 ライフトップガン 牡7鹿 57 藤懸 貴志谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 谷岡 正次 504＋ 41：10．1� 97．2
612 トルシュローズ 牝4栗 55

53 △坂井 瑠星�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 456－ 21：10．2� 3．2�
47 スマイルハッピー 牝5鹿 55

52 ▲横山 武史臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 456＋ 8 〃 ハナ 20．8�
48 ワンダーバイファル 牡6鹿 57

56 ☆加藤 祥太山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 466－111：10．3� 11．5�
713 ローザルージュ 牝4黒鹿 55

54 ☆義 英真村上 稔氏 本田 優 新ひだか 久井牧場 484－ 61：10．4� 17．8�
24 � デ ス マ ッ チ 牡4鹿 57 杉原 誠人泉 一郎氏 石栗 龍彦 むかわ ヤマイチ牧場 472－ 61：10．5クビ 122．4�
12 ギンガメテオール �5芦 57

55 △伴 啓太森山 進氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 486＋ 21：10．71	 68．8�
816� ハヤブサゲッツ 牡5黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490－121：11．97 15．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，148，500円 複勝： 26，119，300円 枠連： 14，571，200円
馬連： 37，901，400円 馬単： 18，809，000円 ワイド： 25，343，600円
3連複： 56，953，300円 3連単： 70，920，900円 計： 267，767，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 300円 � 2，860円 � 380円 枠 連（1－3） 4，060円

馬 連 �� 29，460円 馬 単 �� 56，880円

ワ イ ド �� 6，610円 �� 2，020円 �� 14，810円

3 連 複 ��� 101，220円 3 連 単 ��� 871，480円

票 数

単勝票数 計 171485 的中 � 15563（3番人気）
複勝票数 計 261193 的中 � 25403（3番人気）� 2058（15番人気）� 18892（4番人気）
枠連票数 計 145712 的中 （1－3） 2776（18番人気）
馬連票数 計 379014 的中 �� 997（70番人気）
馬単票数 計 188090 的中 �� 248（144番人気）
ワイド票数 計 253436 的中 �� 983（68番人気）�� 3291（22番人気）�� 436（92番人気）
3連複票数 計 569533 的中 ��� 422（250番人気）
3連単票数 計 709209 的中 ��� 59（1665番人気）

ハロンタイム 9．4―10．6―11．1―12．5―12．7―13．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．0―31．1―43．6―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イソノヴィグラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2015．7．4 中京10着

2013．5．8生 牡4栗 母 イソノヴィーナス 母母 シ ー 12戦1勝 賞金 8，250，000円
［他本会外：3戦1勝］

※デスマッチ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



11069 4月23日 晴 良 （29福島1）第6日 第9競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・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
1：07．0
1：06．5

良
良

59 タマモブリリアン 牝4黒鹿55 吉田 隼人タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 464＋ 21：09．5 5．9�
611 ウォーターラボ 牝5青鹿55 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 464－ 21：09．71� 5．9�
11 サクラヴィオーラ 牝6栗 55 勝浦 正樹�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 474－ 6 〃 クビ 38．5�
713� ツキミチャン 牝6青鹿55 丸田 恭介瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 448－ 2 〃 ハナ 7．5�
48 ハイレベルバイオ 牝5黒鹿55 石橋 脩バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：09．91 19．3	
23 サ ル ド ナ 牝4栗 55 中井 裕二寺田 寿男氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 ハナ 5．1

35 プエルトプリンセサ 牝4鹿 55

52 ▲菊沢 一樹丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 432＋ 81：10．11 16．0�
815 カゼノシッポ 牝4栗 55

52 ▲武藤 雅�酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 B426－ 41：10．2� 52．1
612 ク ロ ー ソ ー 牝5鹿 55 津村 明秀大島 昌也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 424± 0 〃 クビ 5．1�
12 バトルグランドリイ 牝4鹿 55 丸山 元気宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 450－ 2 〃 ハナ 24．9�
47 グリニッチヴィレジ 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 428－ 21：10．3クビ 35．1�
714 ホッコーモモタン 牝4黒鹿55 秋山真一郎北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 422＋10 〃 クビ 8．7�
24 アルマククナ 牝4鹿 55

53 △坂井 瑠星コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 大西ファーム 430＋ 2 〃 ハナ 88．9�
816 ボーアムルーズ 牝4鹿 55 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 服部 牧場 474－141：10．4� 80．2�
510 クラウンデュナミス 牝6黒鹿 55

52 ▲横山 武史矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 452－161：10．5� 100．4�
36 オルティラアスール 牝5鹿 55 西田雄一郎�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 484－ 81：10．92� 62．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，801，200円 複勝： 35，043，700円 枠連： 18，139，000円
馬連： 52，412，700円 馬単： 25，348，200円 ワイド： 34，321，100円
3連複： 76，700，100円 3連単： 102，343，600円 計： 365，109，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 220円 � 220円 � 990円 枠 連（5－6） 800円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 660円 �� 2，910円 �� 3，180円

3 連 複 ��� 21，780円 3 連 単 ��� 80，300円

票 数

単勝票数 計 208012 的中 � 27919（3番人気）
複勝票数 計 350437 的中 � 45255（4番人気）� 47372（3番人気）� 7285（11番人気）
枠連票数 計 181390 的中 （5－6） 17427（3番人気）
馬連票数 計 524127 的中 �� 24558（6番人気）
馬単票数 計 253482 的中 �� 5689（11番人気）
ワイド票数 計 343211 的中 �� 14228（6番人気）�� 2939（32番人気）�� 2684（33番人気）
3連複票数 計 767001 的中 ��� 2640（66番人気）
3連単票数 計1023436 的中 ��� 924（246番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．0―11．6―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．0―45．6―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモブリリアン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2015．10．12 京都3着

2013．3．28生 牝4黒鹿 母 チャームダイヤ 母母 ダイヤモンドピアス 15戦2勝 賞金 26，298，000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） 1頭 プリンセスオーラ号
（非抽選馬） 2頭 ウィズアットレース号・ウエスタンビジュー号

11070 4月23日 晴 良 （29福島1）第6日 第10競走 ��1，700�
い い も り や ま

飯 盛 山 特 別
発走14時50分 （ダート・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
1：43．3
1：41．7

良
不良

815 ナンヨーファミユ 牡4鹿 57 石橋 脩中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：47．8 15．3�
713� カイシュウキリシマ 牡4栗 57 黛 弘人飯村 孝男氏 青木 孝文 日高 下河辺牧場 472－17 〃 クビ 19．2�
712 ハローマイディア 牡4黒鹿57 丸田 恭介飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 472± 01：47．9� 4．9�
611 マコトシャムロック 牡4青鹿57 津村 明秀�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 490－12 〃 ハナ 10．3�
11 コティニャック 牡5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 B526＋ 41：48．0クビ 2．0�
58 ギンザマトリックス 牡4栗 57 丹内 祐次有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 436－ 61：48．21� 16．2	
35 ツクバイーメーカー 牡5鹿 57 原田 和真荻原 昭二氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム 520－ 81：48．3� 32．1

47 メイショウゴテツ 牡4青鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 474－ 21：48．5� 21．6�
814 ポ ロ ス 牝4鹿 55 井上 敏樹�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 450－ 61：49．13	 185．4
59 レイズオブザサン 牡8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 450－ 21：49．2� 52．0�
610� アートハルキ 牡4鹿 57 伴 啓太森山 進氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 462－ 41：49．3クビ 148．5�
46 メイショウアンカー 
4黒鹿57 横山 和生松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 500－181：49．4	 49．1�
34 �� ロケットビーン 牡4鹿 57 北村 友一吉田 和美氏 西村 真幸 米 Rosairo

Zuppardo 554＋ 61：49．72 13．1�
23 エリオットベイ 牡5栗 57 杉原 誠人 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 520－101：50．01� 24．9�
22 チャップリン 牡5黒鹿57 吉田 隼人髙瀬 真尚氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 496＋ 61：51．06 29．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，381，400円 複勝： 35，742，700円 枠連： 21，013，900円
馬連： 64，556，500円 馬単： 32，836，000円 ワイド： 40，381，700円
3連複： 92，264，000円 3連単： 133，646，200円 計： 448，822，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 420円 � 670円 � 190円 枠 連（7－8） 2，700円

馬 連 �� 16，110円 馬 単 �� 29，170円

ワ イ ド �� 4，740円 �� 980円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 17，410円 3 連 単 ��� 184，550円

票 数

単勝票数 計 283814 的中 � 14820（5番人気）
複勝票数 計 357427 的中 � 20544（5番人気）� 11813（11番人気）� 61709（2番人気）
枠連票数 計 210139 的中 （7－8） 6018（11番人気）
馬連票数 計 645565 的中 �� 3105（46番人気）
馬単票数 計 328360 的中 �� 844（80番人気）
ワイド票数 計 403817 的中 �� 2126（49番人気）�� 10970（10番人気）�� 6264（18番人気）
3連複票数 計 922640 的中 ��� 3974（65番人気）
3連単票数 計1336462 的中 ��� 525（549番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．2―43．0―55．5―1：07．6―1：20．7―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F40．2
1
3
・（4，13）（7，15）（1，2，3）（5，11）－12，9，14，8－10，6・（4，13）（1，15）7（11，2，12）（5，14，3）－9（8，10）－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナンヨーファミユ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．6．21 東京5着

2013．2．25生 牡4鹿 母 フォトジェニー 母母 ブルーラスター 17戦2勝 賞金 26，714，000円
［他本会外：1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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ベルウッドタマド号



11071 4月23日 晴 良 （29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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

33 キョウワゼノビア 牝4黒鹿55 秋山真一郎�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 480－ 61：09．1 14．0�
812 クラウンアイリス 牝6栗 55 北村 友一�クラウン 大根田裕之 大分 クラウンファーム 402＋ 21：09．2� 20．8�
710 シルヴァーコード 牝5芦 55 丸山 元気田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 21：09．3� 6．9�
45 � アペルトゥーラ 牡6栗 57 丸田 恭介 �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 504－141：09．4クビ 22．7�
69 エルカミーノレアル 牡6鹿 57 石橋 脩広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 490－10 〃 クビ 17．8	
68 フクノグローリア 牝5黒鹿55 木幡 初也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 464＋ 6 〃 ハナ 42．5

11 プレイヤード 牡4鹿 57 吉田 隼人前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B506＋ 21：09．5� 6．8�
22 タケデンタイガー 牡5栗 57 西田雄一郎武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 B462－ 41：09．6� 26．1�
57 ブ ロ ワ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 458－ 21：09．7� 27．1
813� リバティーホール 牝8鹿 55 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B450－10 〃 アタマ 77．9�
44 � フジノパンサー 牡4鹿 57 横山 和生久保 佳和氏 古賀 史生 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 21：10．12� 1．9�
56 ワンダフルラッシュ 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 442－ 6 〃 クビ 12．1�
711 ギ ン ゴ ー 牡4鹿 57 津村 明秀�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 488－ 41：10．2クビ 37．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，750，200円 複勝： 53，002，700円 枠連： 31，375，200円
馬連： 146，316，400円 馬単： 73，008，100円 ワイド： 68，540，800円
3連複： 211，040，300円 3連単： 348，392，700円 計： 975，426，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 410円 � 420円 � 240円 枠 連（3－8） 6，730円

馬 連 �� 8，580円 馬 単 �� 16，850円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 1，780円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 23，050円 3 連 単 ��� 185，310円

票 数

単勝票数 計 437502 的中 � 24907（5番人気）
複勝票数 計 530027 的中 � 31660（5番人気）� 31331（7番人気）� 63677（3番人気）
枠連票数 計 313752 的中 （3－8） 3611（23番人気）
馬連票数 計1463164 的中 �� 13205（25番人気）
馬単票数 計 730081 的中 �� 3248（50番人気）
ワイド票数 計 685408 的中 �� 7913（24番人気）�� 9928（20番人気）�� 10814（17番人気）
3連複票数 計2110403 的中 ��� 6865（78番人気）
3連単票数 計3483927 的中 ��� 1363（478番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．0―11．6―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．2―45．8―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワゼノビア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2016．1．17 京都3着

2013．3．13生 牝4黒鹿 母 ア サ カ フ ジ 母母 Connie’s Gift 12戦3勝 賞金 37，830，000円

11072 4月23日 晴 良 （29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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

56 サマーローズ 牝5栗 55 丸山 元気樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 468－ 41：48．0 3．1�
812 サトノオニキス 牝4黒鹿55 坂井 瑠星里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 418－ 6 〃 クビ 14．2�
44 ウイングチップ �5黒鹿57 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 494－ 41：48．21� 4．8�
22 グランディフローラ 牝5鹿 55 石橋 脩 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 468－161：48．3� 4．4�
68 レッドカイザー �6黒鹿57 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 486± 01：48．4� 11．3	
710 サーサルヴァトーレ 牡5黒鹿57 北村 友一 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 482－141：48．5クビ 21．0

55 トライブキング 牡4鹿 57 	島 克駿前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 442－ 8 〃 クビ 14．3�
33 ヴァンデミエール 牝6鹿 55 井上 敏樹�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 41：48．6クビ 37．2�
811 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 492－ 21：48．7� 68．4�
67 
 チャイマックス 牝4鹿 55 津村 明秀吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky

Farms 476－ 21：49．12� 14．8�
79 カワキタピリカ 牡4鹿 57 中井 裕二川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 498－ 41：49．2� 75．6�
11 ヴィータファン �4鹿 57 黛 弘人猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 450－161：50．810 9．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，393，400円 複勝： 45，267，100円 枠連： 21，241，500円
馬連： 85，047，300円 馬単： 39，795，500円 ワイド： 45，052，800円
3連複： 115，671，800円 3連単： 183，069，800円 計： 568，539，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 270円 � 170円 枠 連（5－8） 1，240円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 800円 �� 340円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 3，480円 3 連 単 ��� 18，870円

票 数

単勝票数 計 333934 的中 � 85758（1番人気）
複勝票数 計 452671 的中 � 104263（1番人気）� 33857（6番人気）� 66406（2番人気）
枠連票数 計 212415 的中 （5－8） 13187（4番人気）
馬連票数 計 850473 的中 �� 26813（8番人気）
馬単票数 計 397955 的中 �� 8284（9番人気）
ワイド票数 計 450528 的中 �� 13852（9番人気）�� 36949（1番人気）�� 10416（11番人気）
3連複票数 計1156718 的中 ��� 24889（9番人気）
3連単票数 計1830698 的中 ��� 7031（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．3―48．1―1：00．2―1：12．2―1：24．3―1：36．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サマーローズ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．5．10 京都7着

2012．2．6生 牝5栗 母 キャッスルトン 母母 ティークリッパー 21戦2勝 賞金 35，852，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（29福島1）第6日 4月23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 178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
1，270，000円
12，660，000円
1，570，000円
19，200，000円
69，042，000円
5，326，400円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
259，267，900円
358，778，400円
184，428，400円
606，204，500円
309，740，400円
372，053，700円
885，879，400円
1，269，775，900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 4，246，128，600円

総入場人員 12，131名 （有料入場人員 10，474名）



平成29年度 第1回福島競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，094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

1，151，280，000円
18，980，000円
75，880，000円
10，280，000円
129，060，000円
430，203，000円
34，833，200円
10，502，400円

勝馬投票券売得金
1，600，096，600円
2，339，283，000円
1，120，386，300円
3，808，023，500円
1，829，504，000円
2，295，217，500円
5，630，107，500円
7，499，809，900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 26，122，428，300円

総入場延人員 68，947名 （有料入場延人員 56，597名）
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