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11061 4月22日 晴 良 （30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

713 エ ル フ ィ 牝3鹿 54 吉田 隼人本間 充氏 宗像 義忠 日高 本間牧場 440± 01：09．8 2．4�
48 ユーデモニクス 牡3青鹿56 丸山 元気岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか ウエスタンファーム 442－ 81：10．22� 36．6�
36 タガノアルタイル 牡3鹿 56 �島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－121：10．51� 10．8�
714 ラッキーユー 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか カタオカフアーム 456－ 21：10．71� 10．9�
35 キタノタマテバコ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 412－ 61：10．91� 4．8�
11 デルマカミカゼ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 440－141：11．11� 5．4�
612 ベアメイプル 牝3栗 54 横山 和生熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新ひだか 沖田 博志 456＋141：11．73� 162．6	
816 ムーンサルト 牡3栗 56 西田雄一郎小林 薫氏 清水 英克 新ひだか 原口牧場 478－ 21：12．01� 228．5

611 ホリーユニコーン 牝3黒鹿54 丹内 祐次田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 坂 牧場 410－ 61：12．1� 116．7�
24 ロイズブラスハート 牝3黒鹿54 伴 啓太山崎 泰博氏 高柳 瑞樹 日高 新井 弘幸 424－181：13．16 52．2�
12 マレインジェニイ 牡3鹿 56 城戸 義政 社台レースホース岡田 稲男 安平 追分ファーム 474＋ 21：13．2� 139．1�
815 ホ ク セ ツ �3青鹿56 杉原 誠人ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム B492－101：13．3� 10．1�
59 ベルウッドホーク 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真鈴木 照雄氏 高橋 康之 浦河 チェスナット
ファーム 470± 01：13．83 12．6�

23 トレジャーガール 牝3青鹿54 太宰 啓介長塩 豊氏 飯田 祐史 浦河 南部 功 422± 01：14．22� 172．8�
47 トーセンリファイン 牝3鹿 54 岩部 純二島川 �哉氏 萱野 浩二 平取 船越 伸也 496 ― 〃 クビ 208．7�
510 クリノレイステル 牝3鹿 54 嶋田 純次栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 392 ― （競走中止） 165．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，487，300円 複勝： 24，129，700円 枠連： 9，295，200円
馬連： 34，360，000円 馬単： 19，790，500円 ワイド： 24，799，500円
3連複： 50，919，400円 3連単： 65，314，200円 計： 245，095，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 530円 � 230円 枠 連（4－7） 2，700円

馬 連 �� 3，810円 馬 単 �� 5，230円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 570円 �� 3，700円

3 連 複 ��� 9，280円 3 連 単 ��� 45，790円

票 数

単勝票数 計 164873 的中 � 54285（1番人気）
複勝票数 計 241297 的中 � 72414（1番人気）� 8003（8番人気）� 23909（4番人気）
枠連票数 計 92952 的中 （4－7） 2659（10番人気）
馬連票数 計 343600 的中 �� 6982（16番人気）
馬単票数 計 197905 的中 �� 2836（18番人気）
ワイド票数 計 247995 的中 �� 5169（17番人気）�� 11845（4番人気）�� 1634（31番人気）
3連複票数 計 509194 的中 ��� 4112（32番人気）
3連単票数 計 653142 的中 ��� 1034（156番人気）

ハロンタイム 9．5―11．3―11．6―12．2―12．7―12．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．8―32．4―44．6―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ル フ ィ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．1．13 中山6着

2015．3．17生 牝3鹿 母 ア イ ビ ー 母母 ロイヤルアンブリー 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 クリノレイステル号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンリファイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月22日まで平地

競走に出走できない。
トレジャーガール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラッシュウィン号
（非抽選馬） 2頭 セイユウガッツ号・ラッキーチャンス号

11062 4月22日 晴 良 （30福島1）第6日 第2競走 1，800�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
1：45．3
1：43．9

良
良

814 ロックザボート 牝3鹿 54
51 ▲川又 賢治 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 486＋201：49．6 53．4�

35 エバーミランダ 牝3鹿 54
51 ▲横山 武史宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 414＋ 6 〃 クビ 7．8�

712 サクラユニヴァース 牝3青鹿54 丸山 元気�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡牧場 462－ 21：49．7クビ 2．8�
611 スールマカロン 牝3鹿 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 450＋101：49．8� 5．0�
610 レッドプリモ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 424－101：50．22� 7．9	
713 エンチャントメント 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 422 ― 〃 クビ 89．5

59 シャープスティーン 牝3栗 54 吉田 隼人林 正道氏 武井 亮 新ひだか 服部 牧場 448± 01：50．3クビ 3．3�
815 カ ラ ド ゥ ラ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �キャロットファーム 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋ 4 〃 クビ 27．2�

58 パルティーレ 牝3栗 54 西田雄一郎吉田 千津氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 464－ 81：50．51 258．6
34 ショウナンパシスタ 牝3黒鹿54 �島 克駿国本 哲秀氏 吉村 圭司 熊本 本田 土寿 436＋101：51．56 28．9�
22 レッドミスティ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 408－161：51．6� 96．8�
47 プロットツイスト 牝3鹿 54 宮崎 北斗鈴木 康弘氏 青木 孝文 新ひだか 武 牧場 484＋ 21：52．13 224．2�
11 アンティオキア 牝3鹿 54 伊藤 工真髙橋 貴士氏 林 徹 新ひだか 松田牧場 452 ―1：52．63 49．4�
46 トニーブリス 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 374－141：53．87 545．0�
23 ピースフルメモリー 牝3鹿 54 黛 弘人北嶋 義三氏 戸田 博文 平取 北島牧場 B422－ 81：55．18 300．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，051，200円 複勝： 28，150，200円 枠連： 10，069，400円
馬連： 33，725，100円 馬単： 18，417，600円 ワイド： 23，416，000円
3連複： 49，906，400円 3連単： 65，215，600円 計： 249，951，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，340円 複 勝 � 950円 � 190円 � 140円 枠 連（3－8） 3，480円

馬 連 �� 23，040円 馬 単 �� 51，540円

ワ イ ド �� 4，460円 �� 2，340円 �� 460円

3 連 複 ��� 20，720円 3 連 単 ��� 309，020円

票 数

単勝票数 計 210512 的中 � 3150（9番人気）
複勝票数 計 281502 的中 � 5191（9番人気）� 40409（4番人気）� 66292（1番人気）
枠連票数 計 100694 的中 （3－8） 2242（11番人気）
馬連票数 計 337251 的中 �� 1134（35番人気）
馬単票数 計 184176 的中 �� 268（72番人気）
ワイド票数 計 234160 的中 �� 1271（32番人気）�� 2465（21番人気）�� 14480（4番人気）
3連複票数 計 499064 的中 ��� 1806（47番人気）
3連単票数 計 652156 的中 ��� 153（465番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―36．0―48．3―1：00．8―1：13．2―1：25．6―1：37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロックザボート �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2018．1．21 京都14着

2015．3．18生 牝3鹿 母 ローマンエンプレス 母母 Ionian Sea 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 サクラユニヴァース号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕トニーブリス号・ピースフルメモリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月

22日まで平地競走に出走できない。

第１回 福島競馬 第６日



11063 4月22日 晴 良 （30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
1：40．9

良
重

35 � ア ニ エ ー ゼ 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills
Co. Limited 458＋ 81：47．5 31．5�

815 ミヤジフランガン 牡3青鹿 56
55 ☆義 英真曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 嶋田牧場 460＋ 6 〃 ハナ 17．4�

34 ビップフェリックス 牡3栗 56
53 ▲川又 賢治鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 472＋161：47．92� 7．9�

610 スマートフレイ 牡3鹿 56
55 ☆木幡 初也トニー倶楽部 粕谷 昌央 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500－ 41：48．22 3．9�

712 ラ イ ナ ス 牡3栗 56 川須 栄彦橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 472－121：48．41 13．3�
11 ダイヤクリーガー 牡3黒鹿56 勝浦 正樹 	ダイヤモンドファーム 中野 栄治 浦河 ダイヤモンドファーム 504± 01：48．82� 3．2

46 サマーボーイ 牡3鹿 56 横山 和生前田 亘輝氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 484± 01：49．01� 33．9�
23 ケンイーサリアム 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁中西 宏彰氏 大根田裕之 青森 ワールドファーム 464－ 4 〃 クビ 62．2�
713 リアルモンテ 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 470＋ 61：49．63� 14．0
47 ツァイトライゼ 牡3栗 56

54 △森 裕太朗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 432－121：49．7� 46．7�

611 ダテノイグナイト 牡3栗 56
53 ▲山田 敬士関 駿也氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 456－ 81：49．8� 333．4�

22 ゲームチェンジャー 牡3栗 56 丸山 元気�明栄商事 小西 一男 新冠 樋渡 志尚 494－101：50．01� 25．0�
58 ワ イ ズ ワ ン 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 502± 01：50．64 11．4�
59 ノアゴールド 牡3栗 56 長岡 禎仁佐山 公男氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 41：52．08 56．4�
814 メ メ ン ト 牡3栗 56 中井 裕二ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430－101：53．06 8．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，087，600円 複勝： 22，614，400円 枠連： 8，327，300円
馬連： 29，104，400円 馬単： 14，474，300円 ワイド： 21，411，100円
3連複： 43，845，300円 3連単： 48，013，500円 計： 204，877，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，150円 複 勝 � 540円 � 510円 � 290円 枠 連（3－8） 1，640円

馬 連 �� 27，340円 馬 単 �� 47，190円

ワ イ ド �� 7，380円 �� 3，570円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 79，040円 3 連 単 ��� 452，070円

票 数

単勝票数 計 170876 的中 � 4334（10番人気）
複勝票数 計 226144 的中 � 10420（9番人気）� 11233（8番人気）� 22141（3番人気）
枠連票数 計 83273 的中 （3－8） 3931（8番人気）
馬連票数 計 291044 的中 �� 825（68番人気）
馬単票数 計 144743 的中 �� 230（125番人気）
ワイド票数 計 214111 的中 �� 741（62番人気）�� 1549（45番人気）�� 2233（31番人気）
3連複票数 計 438453 的中 ��� 416（195番人気）
3連単票数 計 480135 的中 ��� 77（1124番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．8―42．3―55．1―1：07．9―1：21．0―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ア ニ エ ー ゼ �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2018．1．21 京都13着

2015．4．25生 牝3鹿 母 We’ll be There 母母 Star Moira 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メメント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マイネルサブリエ号

11064 4月22日 晴 良 （30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

710� ユアーザワン 牡6青 60 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 488± 03：05．6 53．8�
55 ワンスインアライフ 牡5鹿 60 北沢 伸也前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 470－ 23：06．55 9．4�
79 メイショウゴウキ �4黒鹿59 田村 太雅松本 和子氏 沖 芳夫 安平 �橋本牧場 496＋ 23：06．82 2．0�
68 � ビ ー ハ グ �6黒鹿60 草野 太郎岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 470－103：07．33 34．9�
22 キングスーサ 牡4栗 59 難波 剛健田上 雅春氏 飯田 雄三 新ひだか ヒサイファーム 466± 03：07．72	 9．7�
811 フジマサエンペラー �9黒鹿60 石神 深一藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム B496－ 43：08．12	 5．2�
33 フォルテメンテ 牡4鹿 59 上野 翔伊東 純一氏 星野 忍 新ひだか 桑嶋 峰雄 522＋ 83：08．31
 82．8	
56 キールコネクション 牡6栗 60 蓑島 靖典水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 470－ 63：08．4	 44．4

812 マイネルディアベル 牡7青鹿60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ハシモトフアーム 474－ 6 〃 クビ 4．6�
44 スミレタンポポ 牝6鹿 58 大庭 和弥海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 424＋ 23：08．82	 69．6
11 フルスプレンダー 牡4栗 59 大江原 圭岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか タガミファーム 450＋ 43：10．07 204．2�
67 � メ リ オ ラ 牡4鹿 59 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 米 Diamond A

Racing Corp. 426－103：12．1大差 17．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 15，194，300円 複勝： 19，843，300円 枠連： 8，759，300円
馬連： 24，739，700円 馬単： 17，138，500円 ワイド： 17，928，700円
3連複： 38，052，000円 3連単： 66，900，900円 計： 208，556，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，380円 複 勝 � 560円 � 200円 � 110円 枠 連（5－7） 720円

馬 連 �� 12，800円 馬 単 �� 32，450円

ワ イ ド �� 3，130円 �� 990円 �� 360円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ��� 98，580円

票 数

単勝票数 計 151943 的中 � 2257（9番人気）
複勝票数 計 198433 的中 � 4708（8番人気）� 17728（4番人気）� 90692（1番人気）
枠連票数 計 87593 的中 （5－7） 9356（2番人気）
馬連票数 計 247397 的中 �� 1497（28番人気）
馬単票数 計 171385 的中 �� 396（61番人気）
ワイド票数 計 179287 的中 �� 1343（29番人気）�� 4500（12番人気）�� 14277（4番人気）
3連複票数 計 380520 的中 ��� 4880（19番人気）
3連単票数 計 669009 的中 ��� 492（247番人気）
上り 1マイル 1：47．6 4F 50．9－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ユアーザワン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ナリタブライアン

2012．3．28生 牡6青 母 エクシードワン 母母 オーパスワン 障害：16戦1勝 賞金 15，000，000円
初出走 JRA



11065 4月22日 晴 良 （30福島1）第6日 第5競走 1，700�サラブレッド系3歳
発走12時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

11 ビップベリンダ 牝3黒鹿54 �島 克駿鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 490＋ 41：49．4 5．5�
712 ラ ド ル ク ス 牝3栗 54 丸山 元気水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 484－141：49．61� 3．2�
611 グラスコマチ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也半沢� 菊川 正達 新ひだか 松田牧場 432－ 2 〃 クビ 16．4�
59 ヒメベニサクラ 牝3鹿 54 丸田 恭介岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 506－ 21：49．7� 3．0�
46 ア フ オ ラ カ 牝3栗 54

51 ▲富田 暁 �ローレルレーシング 加用 正 日高 タバタファーム 444－ 61：50．33� 256．1	
713 グローバルフェイム 牝3芦 54 中井 裕二 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 新ひだか 静内白井牧場 490 ― 〃 クビ 35．4

814 サンローレンス 牝3青鹿 54

51 ▲横山 武史 �加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 有限会社
ケイズ 450＋ 41：50．4� 46．6�

35 バーキンブライアン 牝3栗 54 嶋田 純次新井原 博氏 武市 康男 新冠 川上 悦夫 420± 01：50．5クビ 215．4�
23 カッチャウカモネ 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗北側 雅勝氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 452－121：50．6� 32．2
58 アンダンテバイオ 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士バイオ� 奥平 雅士 平取 清水牧場 436－ 61：51．02� 106．4�
610 パ チ ュ リ ー 牝3鹿 54 吉田 隼人�レッドマジック金成 貴史 新ひだか 三木田牧場 442± 01：51．1� 7．8�
22 パリスハート 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子日下 幸徳氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 438－ 4 〃 ハナ 16．2�
815 オンディーヌ 牝3鹿 54 西田雄一郎的場 徹氏 菊沢 隆徳 新ひだか 大平牧場 504－ 21：51．95 129．8�
34 ペイシャモン 牝3青鹿 54

51 ▲川又 賢治北所 直人氏 坂口 正則 様似 髙村 伸一 482＋101：52．32� 11．9�
47 デルマグラッパ 牝3青鹿54 黛 弘人浅沼 廣幸氏 武井 亮 日高 ファニーヒルファーム 460－ 21：53．15 228．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，887，700円 複勝： 31，190，600円 枠連： 9，838，600円
馬連： 40，222，700円 馬単： 21，646，500円 ワイド： 29，622，100円
3連複： 56，280，000円 3連単： 71，017，600円 計： 283，705，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 160円 � 130円 � 340円 枠 連（1－7） 740円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 320円 �� 920円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 13，490円

票 数

単勝票数 計 238877 的中 � 34203（3番人気）
複勝票数 計 311906 的中 � 52645（2番人気）� 78630（1番人気）� 16737（6番人気）
枠連票数 計 98386 的中 （1－7） 10185（3番人気）
馬連票数 計 402227 的中 �� 44906（2番人気）
馬単票数 計 216465 的中 �� 10470（5番人気）
ワイド票数 計 296221 的中 �� 26440（1番人気）�� 7648（11番人気）�� 11552（8番人気）
3連複票数 計 562800 的中 ��� 14929（6番人気）
3連単票数 計 710176 的中 ��� 3815（35番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―12．1―13．3―13．8―12．9―12．8―13．4―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．2―43．5―57．3―1：10．2―1：23．0―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビップベリンダ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Bird デビュー 2017．11．25 京都6着

2015．5．28生 牝3黒鹿 母 スーパーバレリーナ 母母 Count On a Change 9戦1勝 賞金 13，350，000円

11066 4月22日 晴 良 （30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

816 クルークヴァール 牡3鹿 56 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 462－ 41：10．0 4．0�
36 コンセッションズ 牝3栗 54

51 ▲富田 暁山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 412－ 81：10．21� 11．8�
11 ヒロノエイタツ 牡3鹿 56 津村 明秀サンエイ開発� 北出 成人 浦河 川越ファーム 462＋ 41：10．52 43．9�
35 ラグナーズルート 牝3黒鹿54 宮崎 北斗スリースターズレーシング 松山 将樹 日高 株式会社カ

ネツ牧場 436＋ 4 〃 クビ 48．7�
713 ハガキノハナ 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士本杉 芳郎氏 小桧山 悟 新ひだか グランド牧場 406± 01：10．6� 39．0�
23 ロジスカーレット 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史久米田正明氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 430＋ 21：10．7クビ 56．6	
612 オテンバランナー 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 川島 正広 424－101：10．91� 18．8

714 ショウナンハイル 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也国本 哲秀氏 田中 剛 日高 中原牧場 434－161：11．43 151．4�
47 ショウナンザブーン 牡3黒鹿56 吉田 隼人�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 476 ― 〃 クビ 5．6
48 ディアボレット 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 450＋ 21：11．5クビ 1．8�
59 ディオブルネッタ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 青森 佐々木牧場 466 ―1：11．6� 138．5�
815 メイショウランマル 牡3栗 56

55 ☆木幡 初也松本 好雄氏 西園 正都 浦河 太陽牧場 B448＋141：11．7� 121．8�
611 ククリナイフ 牡3黒鹿56 嶋田 純次田頭 勇貴氏 谷原 義明 日高 豊洋牧場 438－ 61：12．12� 388．0�
510 アスターシャンティ 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 金成吉田牧場 466＋ 6 〃 ハナ 31．4�
24 モ メ ン タ ム 牝3青鹿 54

52 △森 裕太朗 �Gリビエール・
レーシング 田島 俊明 新ひだか 高橋 修 408－221：13．710 221．9�

12 ロングブーケ 牝3黒鹿54 中井 裕二中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ
アーム 432 ― （競走中止） 103．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，944，200円 複勝： 46，646，100円 枠連： 9，783，800円
馬連： 34，608，800円 馬単： 22，617，300円 ワイド： 24，566，200円
3連複： 48，877，400円 3連単： 75，928，900円 計： 285，972，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 280円 � 380円 � 1，060円 枠 連（3－8） 1，890円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 4，200円

ワ イ ド �� 750円 �� 2，010円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 20，610円 3 連 単 ��� 65，760円

票 数

単勝票数 計 229442 的中 � 45349（2番人気）
複勝票数 計 466461 的中 � 49702（2番人気）� 32404（3番人気）� 10178（6番人気）
枠連票数 計 97838 的中 （3－8） 3996（8番人気）
馬連票数 計 346088 的中 �� 9444（10番人気）
馬単票数 計 226173 的中 �� 4036（14番人気）
ワイド票数 計 245662 的中 �� 8823（7番人気）�� 3080（18番人気）�� 2229（26番人気）
3連複票数 計 488774 的中 ��� 1778（54番人気）
3連単票数 計 759289 的中 ��� 837（172番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．1―11．5―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．4―45．9―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クルークヴァール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．2．13 小倉4着

2015．2．6生 牡3鹿 母 クィーンズバーン 母母 シンコウエンジェル 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔競走中止〕 ロングブーケ号は，向正面で急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 クルークヴァール号の騎手�島克駿は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ロングブーケ号は，向正面で急に外側に逃避したことについて平成30年4月23日から平成30年5月

13日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モメンタム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 カシノレガーメ号・ダイメイジャスミン号・ミスベル号



11067 4月22日 晴 良 （30福島1）第6日 第7競走 1，150�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
1：06．9
1：06．9

良
良

59 ヴ ォ ー ガ 牡4栗 57
56 ☆木幡 巧也一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 456± 01：08．7 13．0�

714 ナンベーサン 牡5芦 57 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 伊藤 大士 日高 アイズスタッド株式会社 504＋ 2 〃 アタマ 20．0�
11 � ワンダーグロワール 牡6鹿 57 小坂 忠士山本 能成氏 奥村 豊 日高 日西牧場 510＋ 2 〃 クビ 3．0�
510 トウショウデュエル 牡6栗 57 横山 和生トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 522－ 41：09．02 3．5�
611 ギ ン ゴ ー 牡5鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 B488＋ 21：09．1� 15．4	
816 スナークライデン 牡4芦 57 �島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 476＋ 2 〃 クビ 40．4

713 デルマオフクロサン 牝4黒鹿 55

52 ▲富田 暁浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 438± 01：09．2� 36．0�
815 タイキラメール 牡5栗 57 荻野 琢真�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 476± 0 〃 アタマ 11．2�
612� タイキレガトゥス 牡6栗 57 丸山 元気�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B486－ 61：09．3クビ 20．6
24 � メイショウアバラガ 牡6鹿 57 太宰 啓介松本 和子氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 524－ 61：09．72 25．8�
36 エイシンスペード 牡4栗 57 丸田 恭介�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 松本牧場 500＋121：09．8� 10．3�
35 オースミベリル 牡4栗 57 城戸 義政�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 482－ 8 〃 ハナ 34．1�
23 シゲルヒョウ 牡4鹿 57

54 ▲横山 武史森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 伊藤 敏明 B482± 01：09．9� 23．5�
47 � リネンマックス 牡4鹿 57 丹内 祐次戸山 昌彦氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 488＋ 1 〃 クビ 56．7�
12 � ホ ー ミ ー 牡5黒鹿 57

56 ☆木幡 初也小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 474－ 61：10．0� 31．4�
48 � プラクティス 牡4黒鹿 57

54 ▲山田 敬士�ターフ・スポート松永 康利 新ひだか 高橋 義浩 482± 01：10．1クビ 253．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，914，900円 複勝： 29，098，600円 枠連： 12，228，500円
馬連： 40，170，200円 馬単： 19，336，600円 ワイド： 30，879，100円
3連複： 59，165，400円 3連単： 68，955，300円 計： 282，748，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 380円 � 520円 � 170円 枠 連（5－7） 2，290円

馬 連 �� 8，420円 馬 単 �� 13，950円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 1，790円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 27，370円 3 連 単 ��� 159，720円

票 数

単勝票数 計 229149 的中 � 14070（5番人気）
複勝票数 計 290986 的中 � 17668（6番人気）� 12139（8番人気）� 57913（2番人気）
枠連票数 計 122285 的中 （5－7） 4127（10番人気）
馬連票数 計 401702 的中 �� 3696（35番人気）
馬単票数 計 193366 的中 �� 1039（51番人気）
ワイド票数 計 308791 的中 �� 2729（37番人気）�� 4464（15番人気）�� 4687（14番人気）
3連複票数 計 591654 的中 ��� 1621（96番人気）
3連単票数 計 689553 的中 ��� 313（540番人気）

ハロンタイム 9．5―10．6―11．1―12．0―12．1―13．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．1―31．2―43．2―55．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．5
3 ・（1，13）（3，16）9－14，11（5，15）7（2，4，10）（8，12）－6 4 ・（1，13）－（3，16）9－（11，14）（5，7，15）10（2，4）（8，12）－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴ ォ ー ガ �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2016．7．31 新潟5着

2014．4．9生 牡4栗 母 スズカシャンティー 母母 テレサザティーチャ 8戦2勝 賞金 15，620，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 メイショウアバラガ号の騎手中井裕二は，第6競走での落馬による検査のため太宰啓介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クラウンヴォルカン号・パイオニアワーク号
（非抽選馬） 2頭 カゼノカムイ号・グレートブレス号

11068 4月22日 晴 良 （30福島1）第6日 第8競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・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
1：07．0
1：06．5

良
良

45 ワンダフルラッシュ 牝5黒鹿55 原田 和真 �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 448＋ 21：09．6 90．2�

712 ルーズベルトゲーム 牝4黒鹿 55
52 ▲富田 暁 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 430－ 4 〃 ハナ 2．6�

34 メイショウハバネラ 牝4栗 55
53 △森 裕太朗松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 458＋ 21：09．7� 12．6�

610 サンタアズライト �4栗 57
54 ▲服部 寿希岡田 壮史氏 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：09．8� 66．1�

22 カトルラポール 牝5鹿 55
52 ▲横山 武史石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 470－ 41：09．9クビ 4．8	

58 アマルティア 牝5黒鹿 55
54 ☆木幡 巧也�ターフ・スポート作田 誠二 日高 幾千世牧場 446－ 4 〃 クビ 8．2


814 グリニッチヴィレジ 牝5黒鹿 55
52 ▲藤田菜七子 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 21：10．0� 16．9�

69 ア プ ト 牝4黒鹿55 城戸 義政ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448－ 21：10．1クビ 8．5�

33 ポンテファブリチオ 牡5鹿 57
56 ☆木幡 初也窪田 康志氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 B504－ 21：10．2� 7．8

813 ウイングアクティブ 牡6鹿 57
56 ☆義 英真池田 實氏 服部 利之 新ひだか 藤原牧場 B470＋ 6 〃 アタマ 30．5�

711� プリンセスライン 牝4栗 55
52 ▲山田 敬士加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 426± 01：10．3� 215．6�

46 クーペオブジェミニ 牡4栗 57
54 ▲川又 賢治要海 伸治氏 寺島 良 浦河 林 孝輝 460± 0 〃 ハナ 34．7�

11 ウインベントゥーラ 牡6鹿 57 伴 啓太�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 8 〃 ハナ 16．0�
57 オンリゲットベター 牝4青鹿55 長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 418－141：11．36 255．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，261，900円 複勝： 27，061，200円 枠連： 10，070，600円
馬連： 35，359，800円 馬単： 18，540，900円 ワイド： 26，879，300円
3連複： 50，927，300円 3連単： 66，508，600円 計： 257，609，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，020円 複 勝 � 1，570円 � 170円 � 310円 枠 連（4－7） 5，430円

馬 連 �� 14，080円 馬 単 �� 32，040円

ワ イ ド �� 3，920円 �� 9，310円 �� 880円

3 連 複 ��� 51，260円 3 連 単 ��� 307，120円

票 数

単勝票数 計 222619 的中 � 1974（12番人気）
複勝票数 計 270612 的中 � 3394（12番人気）� 55219（1番人気）� 21663（6番人気）
枠連票数 計 100706 的中 （4－7） 1435（21番人気）
馬連票数 計 353598 的中 �� 1945（42番人気）
馬単票数 計 185409 的中 �� 434（83番人気）
ワイド票数 計 268793 的中 �� 1735（41番人気）�� 722（57番人気）�� 8220（9番人気）
3連複票数 計 509273 的中 ��� 745（121番人気）
3連単票数 計 665086 的中 ��� 157（695番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．0―11．5―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．2―45．7―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダフルラッシュ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2015．8．29 新潟4着

2013．3．24生 牝5黒鹿 母 アドマイヤパンチ 母母 ロイヤルカード 22戦3勝 賞金 37，276，000円



11069 4月22日 晴 良 （30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 7，500，000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
1：40．9

良
重

34 デザートスネーク �4鹿 57 黛 弘人石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 480－ 61：46．5 7．7�
35 フュージョンロック 牡4栗 57

54 ▲富田 暁金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 486－ 21：46．82 1．9�

815 モウカッテル 牡5鹿 57
54 ▲川又 賢治田中 邦彦氏 森 秀行 日高 沖田牧場 464－ 41：47．12 4．5�

712 マイネルレンカ 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 450± 01：47．31 23．1�

46 フジノナデシコ 牝5鹿 55 伊藤 工真藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 490＋ 21：48．04 125．5�
11 ヒミノブリランテ 牡4栗 57

56 ☆木幡 巧也佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム 484± 01：48．21 44．2	

610� リープスプラウト 牡4栗 57 宮崎 北斗多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 486－ 81：48．3� 116．4

58 スリーミュージアム 牡5鹿 57 長岡 禎仁永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B432＋10 〃 クビ 156．4�
22 � ファストソレル 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 474－151：48．4	 55．8

23 メイショウアンカー �5黒鹿57 伴 啓太松本 好雄氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 508－161：48．5� 114．3�
47 � ア ク ア リ オ 牝4鹿 55 勝浦 正樹村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 436－191：48．6クビ 50．5�
611 トミケンボハテル 牡4芦 57 丸山 元気冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム 490－ 61：49．55 5．4�
59 � コウエイバラノマチ 牡4鹿 57 吉田 隼人佐野 信幸氏 中舘 英二 新ひだか 金舛 幸夫 496－ 21：49．6� 23．1�
713� レッドリッジ �5黒鹿57 太宰 啓介ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 536± 01：49．91	 45．2�
814� プリンシアステラ 牝4青鹿 55

54 ☆木幡 初也山本 律氏 高橋 文雅 新冠 小泉 学 464＋181：52．3大差 301．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，553，300円 複勝： 57，132，500円 枠連： 13，975，700円
馬連： 51，192，700円 馬単： 30，144，600円 ワイド： 33，401，400円
3連複： 71，752，400円 3連単： 116，949，300円 計： 403，101，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 170円 � 110円 � 150円 枠 連（3－3） 730円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 280円 �� 460円 �� 240円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 6，620円

票 数

単勝票数 計 285533 的中 � 29532（4番人気）
複勝票数 計 571325 的中 � 37310（4番人気）� 348019（1番人気）� 51246（3番人気）
枠連票数 計 139757 的中 （3－3） 14707（3番人気）
馬連票数 計 511927 的中 �� 52496（3番人気）
馬単票数 計 301446 的中 �� 12297（6番人気）
ワイド票数 計 334014 的中 �� 31535（3番人気）�� 16607（5番人気）�� 38131（2番人気）
3連複票数 計 717524 的中 ��� 61807（2番人気）
3連単票数 計1169493 的中 ��� 12807（14番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．4―12．7―13．0―12．6―13．0―12．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．4―42．1―55．1―1：07．7―1：20．7―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

デザートスネーク �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2017．1．16 中京3着

2014．3．25生 �4鹿 母 ジョイアサーティン 母母 アサーテイン 6戦2勝 賞金 14，500，000円
〔騎手変更〕 レッドリッジ号の騎手中井裕二は，第6競走での落馬負傷のため太宰啓介に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリンシアステラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アジアハイウェイ号・シゲルキハダマグロ号

11070 4月22日 晴 良 （30福島1）第6日 第10競走 ��2，600�
ひ う ち が た け

燧 ヶ 岳 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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

510 マイネルクラフト 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム B488－ 42：40．6 12．5�

611 コ ン ボ ル ド 牡4芦 57 長岡 禎仁金山 敏也氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 454＋ 22：40．92 44．4�
24 トロピカルストーム �5黒鹿57 川又 賢治吉田 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 442－162：41．21� 5．6�
815 ピッツィカート �5鹿 57 丸田 恭介 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470－ 6 〃 クビ 8．1�
23 � リードザフィールド 牡4栗 57 木幡 巧也岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 Brereton C. Jones

& B. Ned Jones 446± 02：41．3クビ 124．0	
714 コスモスピード 牡4鹿 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 登別 青藍牧場 448＋ 4 〃 クビ 14．7

11 ラッシュアワー 牡5黒鹿57 小野寺祐太ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 62：41．61� 10．7�
36 マーヴェルズ 牡4鹿 57 	島 克駿 �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 B446－ 4 〃 クビ 21．8�
48 ナンヨーテンプル 牡6黒鹿57 黛 弘人中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 494－ 6 〃 アタマ 47．1
816 ヨ シ ヒ コ 牡4黒鹿57 吉田 隼人菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B492＋102：42．02
 12．2�
713 ディスピュート 牡5鹿 57 川須 栄彦畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 434± 02：42．2� 41．7�
35 マスターコード 牡4黒鹿57 勝浦 正樹�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 4 〃 ハナ 4．6�
12 シェルブルック 牡4鹿 57 城戸 義政 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 アタマ 20．0�
612 ダノンスターズ 牡4黒鹿57 丸山 元気�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか 矢野牧場 450－ 42：42．62
 4．7�
47 � レオクイック 牡6鹿 57 岩部 純二坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 田中スタッド 458－ 22：42．81� 313．3�
59 デューズワイルズ 牡5黒鹿57 太宰 啓介 �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 474－ 22：44．7大差 41．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，202，600円 複勝： 38，654，900円 枠連： 20，964，900円
馬連： 67，996，800円 馬単： 29，806，900円 ワイド： 43，938，500円
3連複： 100，256，700円 3連単： 119，992，700円 計： 449，814，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 350円 � 1，040円 � 240円 枠 連（5－6） 2，320円

馬 連 �� 20，950円 馬 単 �� 35，880円

ワ イ ド �� 5，260円 �� 1，400円 �� 5，550円

3 連 複 ��� 48，100円 3 連 単 ��� 339，820円

票 数

単勝票数 計 282026 的中 � 18032（7番人気）
複勝票数 計 386549 的中 � 29376（5番人気）� 8259（13番人気）� 48948（3番人気）
枠連票数 計 209649 的中 （5－6） 6974（14番人気）
馬連票数 計 679968 的中 �� 2515（64番人気）
馬単票数 計 298069 的中 �� 623（117番人気）
ワイド票数 計 439385 的中 �� 2128（62番人気）�� 8290（13番人気）�� 2012（64番人気）
3連複票数 計1002567 的中 ��� 1563（160番人気）
3連単票数 計1199927 的中 ��� 256（1022番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．2―12．7―12．3―12．5―12．4―12．8―12．3―11．9―12．0―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―24．9―37．1―49．8―1：02．1―1：14．6―1：27．0―1：39．8―1：52．1―2：04．0―2：16．0―2：28．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルクラフト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2015．10．11 東京7着

2013．1．8生 牡5黒鹿 母 マイネテレジア 母母 マイネヌーヴェル 24戦3勝 賞金 38，055，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イルフォーコン号
（非抽選馬） 6頭 シンデン号・セラファン号・タマモベルガモ号・ハギノカエラ号・バレエダンサー号・マリネリス号



11071 4月22日 晴 良 （30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，29．4．22以降30．4．15まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

816 レーヴムーン 牡5黒鹿57 津村 明秀ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 474－ 41：09．5 4．5�
714 ショウナンアエラ 牡4黒鹿56 吉田 隼人国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 B476－ 8 〃 ハナ 4．0�
48 エルカミーノレアル �7鹿 54 �島 克駿広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 480－141：09．6� 17．4�
35 ゲンパチケンシン 牡4芦 54 川又 賢治平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 472－ 61：09．7� 29．6�
815 ヤマニンマンドール 牡6黒鹿54 岡田 祥嗣土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 456－ 2 〃 クビ 16．2�
12 スパイチャクラ 牝5黒鹿53 丸山 元気 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 464＋ 21：09．8クビ 4．7	
36 � コパノディール 牝5黒鹿52 藤田菜七子小林 照弘氏 武藤 善則 むかわ 市川牧場 430＋ 21：09．9� 13．0

510 シエルブラン 牝4栗 53 丹内 祐次金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 446± 01：10．0	 21．1�
611 ポップオーヴァー 牝6鹿 53 川須 栄彦橋元 勇氣氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 468－10 〃 アタマ 7．7�
47 サトノフラム 牡6黒鹿55 勝浦 正樹 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 日高 下河辺牧場 478－ 81：10．1クビ 12．2
23 レヴァンタール �9鹿 50 丸田 恭介岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 448± 0 〃 クビ 215．3�
713 ドゥモワゼル 牝4鹿 51 木幡 初也小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 452－101：10．31 78．2�
612 ウィズアットレース 牝6黒鹿52 黛 弘人岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 ラツキー牧場 424＋ 41：10．51� 132．7�
59 ジ ェ イ ラ ー 牝5栗 51 宮崎 北斗岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 41：10．82 111．0�
24 デ ィ ア エ ナ 牝6黒鹿52 木幡 巧也桑畑 �信氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B520－ 61：11．0	 25．6�
11 カ レ ン 牝4栗 51 杉原 誠人�ミルファーム 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 480－ 41：11．74 72．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，576，100円 複勝： 64，505，400円 枠連： 39，750，600円
馬連： 175，384，600円 馬単： 69，839，000円 ワイド： 85，997，500円
3連複： 267，653，400円 3連単： 356，328，000円 計： 1，109，034，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 170円 � 390円 枠 連（7－8） 620円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，590円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 4，030円 3 連 単 ��� 17，480円

票 数

単勝票数 計 495761 的中 � 86233（2番人気）
複勝票数 計 645054 的中 � 102817（2番人気）� 115620（1番人気）� 33429（8番人気）
枠連票数 計 397506 的中 （7－8） 49204（1番人気）
馬連票数 計1753846 的中 �� 149823（1番人気）
馬単票数 計 698390 的中 �� 28773（2番人気）
ワイド票数 計 859975 的中 �� 59044（1番人気）�� 13059（21番人気）�� 18578（11番人気）
3連複票数 計2676534 的中 ��� 49756（8番人気）
3連単票数 計3563280 的中 ��� 14778（33番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―10．9―11．5―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．0―45．5―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーヴムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2016．2．14 小倉4着

2013．3．24生 牡5黒鹿 母 ウメノダンサー 母母 ウメノアスコット 19戦4勝 賞金 78，263，000円
〔騎手変更〕 サトノフラム号の騎手中井裕二は，第6競走での落馬負傷のため勝浦正樹に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 キングクリチャン号・ショウナンマッシブ号・トシストロング号・レッドカーペット号

11072 4月22日 晴 良 （30福島1）第6日 第12競走 2，000�
こ お り

桑 折 特 別
発走16時00分 （芝・右）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，55�
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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

48 エレクトロニカ 牝4鹿 55 丸山 元気 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 412－102：02．3 3．0�
611 ショウナンサザナミ 牝4鹿 55 木幡 初也国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 B430－ 2 〃 ハナ 112．2�
47 リリックドラマ 牝4鹿 55 城戸 義政ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋ 82：02．61� 4．4�
35 アイスコールド 牝5鹿 55 嶋田 純次ゴドルフィン 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 6 〃 クビ 11．5�
24 クライベイビー 牝4栗 55 勝浦 正樹�G1レーシング 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 42：02．7� 23．9	
714 レッドアルカナ 牝5鹿 55 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B492－ 22：02．8� 15．7

23 ゴージャスガール 牝6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 446－102：03．01 21．0�
816 カ リ ン バ 牝4鹿 55 津村 明秀 �シルクレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 418＋ 4 〃 アタマ 19．5�
36 ローズシュクレ 牝4栗 55 �島 克駿 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 442－ 82：03．1� 12．4
815 アオイプリンセス 牝5鹿 55 富田 暁新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 446－ 4 〃 ハナ 7．0�
12 レッドカルディア 牝5鹿 55 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 456＋ 22：03．31 48．2�
612 アルケミスト 牝5鹿 55 川又 賢治�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 434－ 4 〃 ハナ 9．3�
510 シンボリジュネス 牝4栗 55 木幡 巧也シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 466－ 42：03．51� 63．5�
713 ラ ペ ル ト ワ 牝5青 55 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 510＋102：03．71� 133．5�
59 コスモレティクルム 牝5鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム B458＋ 42：04．33� 52．4�
11 エヴァンジル 牝6黒鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 奥山 博 466－ 42：05．25 210．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，261，200円 複勝： 48，505，500円 枠連： 29，300，000円
馬連： 91，044，600円 馬単： 40，282，200円 ワイド： 57，980，900円
3連複： 134，822，700円 3連単： 179，681，800円 計： 618，878，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 1，440円 � 170円 枠 連（4－6） 890円

馬 連 �� 20，740円 馬 単 �� 29，560円

ワ イ ド �� 5，970円 �� 290円 �� 6，700円

3 連 複 ��� 23，730円 3 連 単 ��� 190，170円

票 数

単勝票数 計 372612 的中 � 98273（1番人気）
複勝票数 計 485055 的中 � 120008（1番人気）� 5530（14番人気）� 75896（2番人気）
枠連票数 計 293000 的中 （4－6） 25315（4番人気）
馬連票数 計 910446 的中 �� 3401（53番人気）
馬単票数 計 402822 的中 �� 1022（87番人気）
ワイド票数 計 579809 的中 �� 2253（57番人気）�� 61535（1番人気）�� 2005（60番人気）
3連複票数 計1348227 的中 ��� 4261（74番人気）
3連単票数 計1796818 的中 ��� 685（539番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．3―12．5―12．9―12．3―11．6―11．8―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．3―36．6―49．1―1：02．0―1：14．3―1：25．9―1：37．7―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．4
1
3
7，2，16（3，5，13）（6，8）1，11（9，10，15）12，4，14
7（2，16，13）3（5，8）（1，6，11）12（9，10，14，15）4

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

勝馬の
紹 介

エレクトロニカ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubawi デビュー 2016．11．13 京都4着

2014．2．3生 牝4鹿 母 エレクトラレーン 母母 Imperialistic 13戦2勝 賞金 38，086，000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



（30福島1）第6日 4月22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 182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
6，480，000円
14，320，000円
1，660，000円
19，200，000円
73，490，500円
5，430，400円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
305，422，300円
437，532，400円
182，363，900円
657，909，400円
322，034，900円
420，820，300円
972，458，400円
1，300，806，400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 4，599，348，000円

総入場人員 12，246名 （有料入場人員 10，401名）



平成30年度 第1回福島競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，080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
25，740，000円
88，350，000円
9，830，000円
129，060，000円
430，702，500円
34，401，200円
10，368，000円

勝馬投票券売得金
1，764，355，600円
2，436，846，000円
1，030，086，400円
3，817，814，400円
1，824，732，800円
2，453，980，400円
5，510，692，800円
7，413，294，400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 26，251，802，800円

総入場延人員 66，264名 （有料入場延人員 45，005名）
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