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11061 4月21日 曇 良 （31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

611 クールティアラ 牝3鹿 54 津村 明秀川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 B468＋ 21：08．8 1．9�
47 ラディアント 牡3鹿 56 柴山 雄一�Basic 小野 次郎 新ひだか 小倉 光博 508± 01：09．75 3．7�
36 ローマノキュウジツ 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新鳳サラブレッドレーシ
ングチーム 牧浦 充徳 新ひだか 幌村牧場 486＋ 6 〃 クビ 18．1�

35 � トライレグナム 牡3栗 56 吉田 隼人 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米

Taylor Bros Prop.LLC, Pollock
Farms, Patrick Payne & Bay-
sore Stables LLC

490＋ 81：10．76 6．6�
23 ジュンユウコー 牝3鹿 54 小崎 綾也河合 純二氏 西村 真幸 新冠 川上牧場 390－ 6 〃 クビ 53．7�
510 サウスパッキオ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也布武起会 中野 栄治 日高 木村牧場 438－ 81：10．8クビ 46．9	
59 シンボリサージュ 牝3栗 54

51 ▲団野 大成シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 434－ 4 〃 ハナ 60．3

815 ザセイシュンズモウ 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也芳賀 克也氏 伊藤 伸一 浦河 荻伏三好フ
アーム 430＋ 6 〃 ハナ 48．5�

612 メイショウクラマ 牡3鹿 56 �島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 高昭牧場 480－ 61：10．9� 47．1�
714 フ ァ ロ 牝3黒鹿 54

53 ☆川又 賢治三嶋牧場 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 458－121：11．32� 15．6�
816 プリモパンサー 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 442－ 81：11．72� 17．5�
12 ザ キ ン ト ス 牝3黒鹿54 菅原 隆一ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 498－121：11．8クビ 232．7�
24 ヴァージンビート 牝3鹿 54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 田島 俊明 日高 春木ファーム 474－121：12．11� 178．0�
48 セイウンカガヤキ 牝3鹿 54 杉原 誠人西山 茂行氏 古賀 慎明 新冠 村上 欽哉 412－201：13．05 68．6�
11 ゲンパチアイファー 牡3鹿 56

54 △西村 淳也平野 武志氏 加用 正 新ひだか 飛野牧場 460＋ 21：13．42� 83．0�
713 ウインアウローラ 牡3黒鹿 56

55 ☆横山 武史�ウイン 奥村 武 新冠 コスモヴューファーム 450 ―1：14．14 93．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，428，900円 複勝： 38，016，800円 枠連： 11，171，700円
馬連： 41，417，000円 馬単： 23，175，200円 ワイド： 33，501，800円
3連複： 69，781，800円 3連単： 86，562，800円 計： 326，056，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 240円 枠 連（4－6） 330円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 160円 �� 430円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 3，220円

票 数

単勝票数 計 224289 的中 � 91210（1番人気）
複勝票数 計 380168 的中 � 168478（1番人気）� 71866（2番人気）� 19699（4番人気）
枠連票数 計 111717 的中 （4－6） 25693（1番人気）
馬連票数 計 414170 的中 �� 101000（1番人気）
馬単票数 計 231752 的中 �� 27654（1番人気）
ワイド票数 計 335018 的中 �� 69361（1番人気）�� 17212（4番人気）�� 8344（8番人気）
3連複票数 計 697818 的中 ��� 41250（2番人気）
3連単票数 計 865628 的中 ��� 19454（4番人気）

ハロンタイム 9．7―10．7―11．0―12．2―12．3―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．4―31．4―43．6―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クールティアラ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2018．10．28 新潟2着

2016．3．25生 牝3鹿 母 クールユリア 母母 レディピーチ 7戦1勝 賞金 13，100，000円
〔制裁〕 ラディアント号の騎手柴山雄一は，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：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイウンカガヤキ号・ゲンパチアイファー号・ウインアウローラ号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成31年5月21日まで平地競走に出走できない。

11062 4月21日 曇 良 （31福島1）第6日 第2競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （芝・右）

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
1：07．0
1：06．5

良
良

12 シャンデリアムーン 牝3鹿 54
53 ☆木幡 巧也鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 462＋141：09．4 12．1�

510 トーセンバイオ 牝3栗 54 丹内 祐次島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム 440－18 〃 ハナ 11．7�

611 ライトアップゼア 牝3鹿 54 柴田 善臣岡田 牧雄氏 大江原 哲 伊達 高橋農場 456＋101：10．14 16．0�
612 シ ャ ウ エ ン 牝3青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 464± 01：10．2� 5．0�
713 ノンストップ 牝3黒鹿54 小崎 綾也ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422＋ 2 〃 クビ 4．1	
714 ガーデンコンサート 牝3鹿 54 津村 明秀 
グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 454－ 21：10．94 4．3�
11 マックスブロケイド 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治田所 英子氏 笹田 和秀 新冠 高橋 忍 422 ―1：11．11 54．2�
816 マドンナブルー 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 440－ 61：11．31� 24．9
815 トーアマーブル 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士高山ランド
 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 430－ 81：11．51� 76．7�
47 マロンクルール 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 400－ 41：11．6� 107．7�

35 ファーマパール 牝3鹿 54
51 ▲菅原 明良中西 功氏 尾形 和幸 浦河 グランデファーム 418－ 61：12．13 119．8�

48 マシンガントーク 牝3黒鹿 54
53 ☆富田 暁 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム B392＋201：12．63 293．9�

59 サンアマリロ 牝3鹿 54 西村 太一 
加藤ステーブル 高橋 義博 新ひだか 鹿嶋牧場 384 ―1：14．08 272．6�
24 キーチケット 牝3栗 54

53 ☆森 裕太朗北前孔一郎氏 藤沢 則雄 浦河 鵜木 唯義 522 ―1：14．53 104．5�
23 チ ャ ナ 牝3鹿 54 丸山 元気大久保和夫氏 土田 稔 日高 厚賀古川牧場 446－ 41：17．4大差 16．2�
36 アルバリズム 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 504－ 6 （競走中止） 5．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，615，500円 複勝： 30，085，300円 枠連： 11，756，900円
馬連： 39，946，500円 馬単： 19，960，500円 ワイド： 30，643，300円
3連複： 61，496，200円 3連単： 71，438，800円 計： 285，943，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 310円 � 380円 � 500円 枠 連（1－5） 4，420円

馬 連 �� 5，500円 馬 単 �� 11，560円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 1，960円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 18，930円 3 連 単 ��� 95，200円

票 数

単勝票数 計 206155 的中 � 13527（6番人気）
複勝票数 計 300853 的中 � 27493（5番人気）� 20681（6番人気）� 14895（7番人気）
枠連票数 計 117569 的中 （1－5） 2059（19番人気）
馬連票数 計 399465 的中 �� 5623（25番人気）
馬単票数 計 199605 的中 �� 1294（49番人気）
ワイド票数 計 306433 的中 �� 4110（25番人気）�� 4029（26番人気）�� 3244（30番人気）
3連複票数 計 614962 的中 ��� 2436（66番人気）
3連単票数 計 714388 的中 ��� 544（332番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．3―11．8―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―34．2―46．0―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャンデリアムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．11．10 東京7着

2016．4．3生 牝3鹿 母 ケイアイカミーリア 母母 ワンダーキャット 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 アルバリズム号は，3コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 アルバリズム号の騎手斎藤新は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金100，000円。（被害馬：11番・15

番・3番・8番・5番・7番）
〔その他〕 チャナ号・マシンガントーク号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンアマリロ号・キーチケット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月21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 スパローリズム号・レーヴプランセス号

第１回 福島競馬 第６日



11063 4月21日 曇 良 （31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

713 カフジロッソ 牡3鹿 56 中谷 雄太加藤 守氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 508＋ 61：48．0 1．9�
814 バンクショット 牡3黒鹿 56

54 △西村 淳也吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム B460－101：48．21� 6．4�
22 サクラザチェンジ 牡3栗 56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 武藤 善則 新ひだか 増本牧場 B470－ 81：49．26 8．7�
46 パワポケチャラット 牡3鹿 56 津村 明秀柳原 達也氏 中野 栄治 むかわ 市川牧場 438± 01：49．73 20．8�
35 ワンダーコノシュア 牡3黒鹿 56

53 ▲菅原 明良山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 482＋ 41：49．91� 6．5�
23 テンプテーション 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 岡田牧場 462－ 41：50．0クビ 9．7�
47 モリトシュン 牡3青鹿56 吉田 隼人石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 474－ 21：50．21� 121．6	
611 ア ケ ル 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行西森 鶴氏 清水 英克 新ひだか 藤川フアーム 460 ― 〃 ハナ 85．4

712 ボーダードライヴ 牡3鹿 56 小崎 綾也村田 裕子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 526－ 41：50．3� 22．1�
59 ヤマニンベイパー 牡3黒鹿56 柴山 雄一土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 490－121：51．04 66．1�
815 セイビーチェ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太金田 成基氏 上村 洋行 日高 奥山 博 482－ 51：51．42� 147．8
58 レッドアルビオン 牡3黒鹿56 横山 和生 �東京ホースレーシング 昆 貢 日高 下河辺牧場 532＋101：51．82� 27．6�
11 セイウンスクープ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 吉村 圭司 新冠 中央牧場 530± 01：51．9� 116．1�
34 エンペラーワルツ 牡3黒鹿56 的場 勇人岡田 牧雄氏 的場 均 新ひだか 土田農場 440＋14 〃 ハナ 245．7�
610 ビービーダン 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希坂東 勝彦氏 加用 正 新冠 北星村田牧場 454－101：52．85 62．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，317，800円 複勝： 30，454，900円 枠連： 10，540，300円
馬連： 33，562，700円 馬単： 19，554，700円 ワイド： 26，798，700円
3連複： 50，120，300円 3連単： 61，529，200円 計： 255，878，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 180円 � 170円 枠 連（7－8） 540円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 300円 �� 310円 �� 890円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 4，740円

票 数

単勝票数 計 233178 的中 � 98097（1番人気）
複勝票数 計 304549 的中 � 92064（1番人気）� 35901（4番人気）� 39336（2番人気）
枠連票数 計 105403 的中 （7－8） 14999（2番人気）
馬連票数 計 335627 的中 �� 40106（1番人気）
馬単票数 計 195547 的中 �� 13765（3番人気）
ワイド票数 計 267987 的中 �� 23867（2番人気）�� 23338（3番人気）�� 6802（12番人気）
3連複票数 計 501203 的中 ��� 23018（3番人気）
3連単票数 計 615292 的中 ��� 9392（5番人気）

ハロンタイム 7．2―11．6―12．0―12．9―13．2―12．4―12．7―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．8―30．8―43．7―56．9―1：09．3―1：22．0―1：34．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カフジロッソ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2019．2．3 中京7着

2016．4．15生 牡3鹿 母 ホーマンキュート 母母 ホーマンレッド 5戦1勝 賞金 7，750，000円
〔騎手変更〕 ワンダーコノシュア号の騎手斎藤新は，検査のため菅原明良に変更。
〔制裁〕 ワンダーコノシュア号の騎手菅原明良は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・3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 タイムアクシス号・ナムラシェパード号

11064 4月21日 曇 良 （31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

610 ナリノレーヴドール 牡4鹿 59 高田 潤成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 454－ 63：01．9 2．1�
711 テイエムコンドル 牡8鹿 60 浜野谷憲尚竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 468－ 4 〃 クビ 6．4�
45 トゥルーハート �6黒鹿60 西谷 誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 464－ 63：03．38 3．6�
11 シュンクルーズ 牡7黒鹿60 蓑島 靖典村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 466＋ 43：04．57 101．0�
69 ジョーカーワイルド 牡4鹿 59 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 504± 03：05．13� 213．0�
34 サトノクロノス �5青鹿60 石神 深一 �サトミホースカンパニー 田中 博康 日高 シンボリ牧場 446－ 63：05．41� 8．2	
22 	 マリノパシフィカス 牝5黒鹿58 大庭 和弥矢野まり子氏 松永 康利 日高 広富牧場 448－ 23：06．03� 93．7

712	 ウインバローラス 牡7鹿 60 上野 翔�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 496－ 2 〃 ハナ 15．4�
33 キングブレイク 牡10栗 60 草野 太郎阿部東亜子氏 松山 将樹 浦河 バンブー牧場 530＋103：06．53 84．5�
46 クリノシャガール 牡4鹿 59 田村 太雅栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 棚川 光男 516－ 63：09．6大差 89．4
813
 ヴォルパンテール 牝4黒鹿57 江田 勇亮 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

466－ 23：11．3大差 59．1�
58 シゲルニンジン 牡4黒鹿59 植野 貴也森中 蕃氏 和田 勇介 日高 スウィング

フィールド牧場 456± 03：12．36 48．7�
57 グッドトゥヒアー 牝4鹿 57 大江原 圭岡田 牧雄氏 清水 英克 新ひだか 山際 智 418－ 6 （競走中止） 67．7�
814 マ ユ キ 牝8栗 58 熊沢 重文稻井田有司氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 496－ 2 （競走中止） 18．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，219，900円 複勝： 16，532，700円 枠連： 8，666，900円
馬連： 27，195，000円 馬単： 16，572，300円 ワイド： 20，178，400円
3連複： 44，911，600円 3連単： 64，778，900円 計： 215，055，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（6－7） 470円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 240円 �� 160円 �� 340円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 2，380円

票 数

単勝票数 計 162199 的中 � 61653（1番人気）
複勝票数 計 165327 的中 � 51432（1番人気）� 22070（3番人気）� 34419（2番人気）
枠連票数 計 86669 的中 （6－7） 14166（2番人気）
馬連票数 計 271950 的中 �� 34825（2番人気）
馬単票数 計 165723 的中 �� 12470（3番人気）
ワイド票数 計 201784 的中 �� 19735（2番人気）�� 38239（1番人気）�� 12759（4番人気）
3連複票数 計 449116 的中 ��� 62036（1番人気）
3連単票数 計 647789 的中 ��� 19695（3番人気）
上り 1マイル 1：44．6 4F 52．0－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナリノレーヴドール �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．10．8 東京8着

2015．4．2生 牡4鹿 母 ロンギングエリー 母母 センボンザクラ 障害：4戦1勝 賞金 14，900，000円
〔騎手変更〕 ヴォルパンテール号の騎手鈴木慶太は，負傷のため江田勇亮に変更。

ナリノレーヴドール号の騎手金子光希は，第5日第4競走での落馬負傷のため高田潤に変更。
〔競走中止〕 グッドトゥヒアー号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

マユキ号は，2周目1号障害〔ハードル〕飛越後に，転倒した「グッドトゥヒアー」号に触れ，騎手が落馬したため競走中
止。

〔制裁〕 シュンクルーズ号の騎手蓑島靖典は，2周目1号障害を内側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：12番）



11065 4月21日 曇 良 （31福島1）第6日 第5競走 1，200�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
1：07．0
1：06．5

良
良

12 アクティーボミノル 牡3栗 56 丸山 元気吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 438－ 61：10．1 5．1�
612 ローゼンオルデン 牝3芦 54

51 ▲大塚 海渡宮川 保氏 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 416± 01：10．52� 10．4�

47 パープルヌーン 牡3鹿 56 �島 克駿�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 434－101：10．6� 5．5�

815 マーヴェラスロード 牡3鹿 56 柴田 善臣山本又一郎氏 鹿戸 雄一 新ひだか チャンピオンズファーム 482－14 〃 アタマ 16．4�
48 エンジェルカナ 牝3栗 54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 402＋ 21：10．7クビ 6．0�
23 パティシエール 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434－ 8 〃 クビ 34．6	

510 ツキノサバク 牝3鹿 54
52 △菊沢 一樹窪田 芳郎氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 434－ 21：10．8クビ 12．5


611 ピンクブロッサム 牝3栗 54 小崎 綾也 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482－ 8 〃 クビ 4．7�
35 グッドフライデー 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行�下河辺牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 418－ 41：10．9� 62．5
24 トーセンワンピース 牝3鹿 54 横山 和生島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 456＋12 〃 ハナ 12．6�
11 マイタイムオブデイ 牝3栗 54

52 △西村 淳也 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 446－ 41：11．0クビ 14．1�
36 グラスベローナ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太半沢� 小笠 倫弘 新ひだか 松田牧場 442± 01：11．21� 78．1�
816 マダムハート 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士栗山 良子氏 武市 康男 日高 新井 昭二 404－ 41：11．3� 30．0�
713 タッカーアリシア 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新ひだか 久井牧場 450－ 81：11．51� 86．5�
714 メ ソ ッ ド 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新ひだか 藤原牧場 446± 01：12．35 241．1�
59 グッドショット �3黒鹿 56

53 ▲斎藤 新下河邉行信氏 佐藤 吉勝 千葉 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 396－101：13．15 151．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，701，000円 複勝： 31，480，700円 枠連： 14，061，500円
馬連： 41，461，500円 馬単： 21，513，500円 ワイド： 35，463，400円
3連複： 68，453，500円 3連単： 74，329，400円 計： 308，464，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 360円 � 180円 枠 連（1－6） 680円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 4，200円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 560円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 6，420円 3 連 単 ��� 35，730円

票 数

単勝票数 計 217010 的中 � 34039（2番人気）
複勝票数 計 314807 的中 � 45543（3番人気）� 18513（6番人気）� 51922（1番人気）
枠連票数 計 140615 的中 （1－6） 16022（3番人気）
馬連票数 計 414615 的中 �� 10727（8番人気）
馬単票数 計 215135 的中 �� 3841（14番人気）
ワイド票数 計 354634 的中 �� 7925（11番人気）�� 17076（4番人気）�� 7766（14番人気）
3連複票数 計 684535 的中 ��� 7985（18番人気）
3連単票数 計 743294 的中 ��� 1508（97番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―12．0―11．6―11．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アクティーボミノル �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2018．12．8 阪神3着

2016．2．17生 牡3栗 母 セブンシークィーン 母母 ダンツプリンセス 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ローゼンオルデン号の騎手大塚海渡は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・6番）
〔3走成績による出走制限〕 タッカーアリシア号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月21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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウインアイルビータ号・サユルリトリンカ号・トワイライトビギン号・ホーリーライン号
（非抽選馬） 2頭 クリノエメラルド号・リブパッション号

11066 4月21日 曇 良 （31福島1）第6日 第6競走 1，700�サラブレッド系3歳
発走12時40分 （ダート・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
1：43．3
1：40．9

良
重

814 スーペルゴラッソ 牡3鹿 56
53 ▲服部 寿希 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム 502± 01：49．2 29．9�

611 グランデラムジー 牡3黒鹿56 �島 克駿 �グランデオーナーズ 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 484＋ 2 〃 クビ 7．3�
47 テイエムメロディー 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 450－ 2 〃 ハナ 4．1�
815 スズカブランコ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 上村 洋行 様似 様似共栄牧場 446 ―1：49．41� 26．5�
713 ディアマキニスタ 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也ディアレストクラブ� 新開 幸一 むかわ 市川牧場 440－101：49．72 3．8	
58 マイネルモーディグ 牡3栗 56

55 ☆横山 武史 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宗像 義忠 新ひだか 松本牧場 458± 0 〃 ハナ 4．6


46 ミスターホウジュ 牡3鹿 56
53 ▲団野 大成�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 456＋ 21：49．8� 28．7�

11 アービルビエント 牡3青鹿56 小崎 綾也柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 500± 01：49．9� 67．4�
22 ボルンカズマ 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治合同会社雅苑興業 栗田 徹 浦河 高昭牧場 500＋181：50．32� 23．5
23 トラストシンゲン 牡3栗 56

53 ▲菅原 明良菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 502－ 41：50．72� 5．2�
35 タ イ コ 牝3黒鹿54 木幡 初也ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520± 01：51．23 190．2�
34 アルファムーン 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 530 ―1：51．3� 55．1�
712 コヨキチボンバー 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也折井 祐介氏 杉浦 宏昭 新冠 ハシモトフアーム 516－161：51．61� 279．1�
59 マッシブアプローズ 牡3鹿 56 井上 敏樹小林竜太郎氏 作田 誠二 新冠 協和牧場 502－ 21：51．81� 102．3�
610 セブンズゴールド 牡3栗 56

53 ▲斎藤 新前迫 義幸氏 村山 明 むかわ 上水牧場 442＋ 41：52．22� 145．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，969，600円 複勝： 28，210，000円 枠連： 9，464，300円
馬連： 33，146，000円 馬単： 17，931，600円 ワイド： 26，857，700円
3連複： 46，951，200円 3連単： 60，096，300円 計： 243，626，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，990円 複 勝 � 460円 � 220円 � 170円 枠 連（6－8） 2，950円

馬 連 �� 6，960円 馬 単 �� 16，220円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 1，510円 �� 660円

3 連 複 ��� 11，400円 3 連 単 ��� 115，560円

票 数

単勝票数 計 209696 的中 � 5603（9番人気）
複勝票数 計 282100 的中 � 12515（6番人気）� 34475（5番人気）� 52897（2番人気）
枠連票数 計 94643 的中 （6－8） 2485（13番人気）
馬連票数 計 331460 的中 �� 3688（20番人気）
馬単票数 計 179316 的中 �� 829（48番人気）
ワイド票数 計 268577 的中 �� 2929（24番人気）�� 4481（14番人気）�� 11030（8番人気）
3連複票数 計 469512 的中 ��� 3088（39番人気）
3連単票数 計 600963 的中 ��� 377（331番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．1―12．6―13．5―13．3―13．0―13．3―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．5―43．1―56．6―1：09．9―1：22．9―1：36．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スーペルゴラッソ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．9．22 阪神12着

2016．4．7生 牡3鹿 母 クリスティロマンス 母母 スターリーロマンス 10戦1勝 賞金 6，300，000円
〔3走成績による出走制限〕 マッシブアプローズ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月21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 クラヴィーア号



11067 4月21日 曇 良 （31福島1）第6日 第7競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走13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
1：45．3
1：43．9

良
良

35 リトミカメンテ 牝3栗 54
53 ☆川又 賢治 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－101：48．2 2．3�
59 ラハイナヌーン 牝3黒鹿 54

52 △西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか タイヘイ牧場 432－ 41：48．94 7．6�

510 ヘヴンズコーヴ 牡3青鹿56 丸田 恭介 �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432－121：49．11� 5．3�

611 パールヴァイン 牝3黒鹿 54
51 ▲斎藤 新 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 398－ 61：49．84 24．8�

815 ムーンスピーク 牝3黒鹿 54
51 ▲服部 寿希ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 438－ 21：49．9� 53．2	

47 メイショウテッペキ 牡3鹿 56
55 ☆富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤沢牧場 514－ 21：50．0クビ 19．6


612 スズカシビル 牝3鹿 54
53 ☆横山 武史永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 474－10 〃 クビ 19．1�

714 ワイルドオーキッド 牝3栗 54
53 ☆木幡 巧也 �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 402＋ 21：50．1クビ 11．1�
23 ジュントモチャン 牝3黒鹿 54

51 ▲大塚 海渡河合 純二氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 438± 01：50．2� 56．3
36 マイネルバッカーノ 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 61：50．41� 6．6�
48 テイエムマイスター 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太竹園 正繼氏 杉山 晴紀 日高 日高テイエム
牧場株式会社 422＋ 21：50．5� 31．0�

24 ストレートパンチ 牡3鹿 56 柴田 善臣諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 466－ 41：50．71� 40．1�
11 スリーオーラ 牝3芦 54

51 ▲木幡 育也永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 410－ 41：50．91� 82．1�
12 ハーンハリーリ 牝3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 中川 公成 浦河 斉藤英牧場 438－ 21：51．0� 180．7�
713 ルナハーモニー 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良岡田 牧雄氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 416－ 81：52．48 245．6�
816 ティライズワン 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 492－ 82：01．7大差 448．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，491，600円 複勝： 29，873，600円 枠連： 13，372，000円
馬連： 36，975，500円 馬単： 19，880，300円 ワイド： 28，070，500円
3連複： 53，457，200円 3連単： 68，238，700円 計： 271，359，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 180円 � 150円 枠 連（3－5） 320円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 410円 �� 260円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 5，790円

票 数

単勝票数 計 214916 的中 � 74388（1番人気）
複勝票数 計 298736 的中 � 84975（1番人気）� 35009（4番人気）� 45714（2番人気）
枠連票数 計 133720 的中 （3－5） 32300（1番人気）
馬連票数 計 369755 的中 �� 27677（3番人気）
馬単票数 計 198803 的中 �� 9689（4番人気）
ワイド票数 計 280705 的中 �� 16765（3番人気）�� 31393（1番人気）�� 10542（6番人気）
3連複票数 計 534572 的中 ��� 28054（2番人気）
3連単票数 計 682387 的中 ��� 8542（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．2―47．6―1：00．0―1：12．6―1：24．4―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リトミカメンテ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．12．15 中京9着

2016．5．15生 牝3栗 母 カ ル マ ー ト 母母 キープクワイエット 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルナハーモニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月21日まで平地

競走に出走できない。
ティライズワン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年6月21日まで平地競
走に出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 ストレートパンチ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月21日まで平地競走に出走で
きない。

11068 4月21日 晴 良 （31福島1）第6日 第8競走 1，150�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

814 タフチョイス 牡4鹿 57 �島 良太ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498± 01：08．9 2．4�

58 ゴールドクロス 牡4鹿 57 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 480－ 6 〃 クビ 2．9�
45 アルミューテン 牝5栗 55 丹内 祐次伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 496－ 61：09．32� 14．1�
712 シルバーストーン 牡5芦 57 柴山 雄一峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 504－ 4 〃 アタマ 11．5�
69 � シャイニングカフェ 牡7黒鹿57 柴田 善臣西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 520± 0 〃 アタマ 32．0�
33 ヘ ー ザ 牝4栗 55

53 △西村 淳也岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 B434± 01：09．51 9．7�
11 セグレートシチー 牡4栗 57 丸田 恭介 	友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B512＋ 21：10．13� 13．3

813 マ ッ セ ル 牡5鹿 57 吉田 隼人	ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 61：10．31 49．3�
610� アロースコルトン 牡6鹿 57 西田雄一郎吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 B468－101：10．51� 289．3�
57 � ブライトンピア 牡5栗 57

54 ▲山田 敬士浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460± 01：10．6クビ 293．4
34 ラブユーミー 牝5鹿 55 横山 和生増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 496－ 21：10．91� 90．7�
711 デルマオフクロサン 牝5黒鹿 55

54 ☆横山 武史浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 440－141：11．11� 30．3�
46 � ア テ ナ リ 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行林 弘之氏 田島 俊明 浦河 鎌田 正嗣 478＋ 51：11．95 174．1�
22 トラストテッペン 牝4鹿 55

52 ▲菅原 明良菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 462＋101：12．64 17．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，972，500円 複勝： 31，910，800円 枠連： 11，891，800円
馬連： 46，976，800円 馬単： 23，609，500円 ワイド： 35，567，200円
3連複： 67，609，300円 3連単： 90，678，700円 計： 334，216，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 130円 � 300円 枠 連（5－8） 260円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 160円 �� 850円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 6，200円

票 数

単勝票数 計 259725 的中 � 86005（1番人気）
複勝票数 計 319108 的中 � 77578（1番人気）� 73424（2番人気）� 17947（6番人気）
枠連票数 計 118918 的中 （5－8） 34205（1番人気）
馬連票数 計 469768 的中 �� 133550（1番人気）
馬単票数 計 236095 的中 �� 29009（2番人気）
ワイド票数 計 355672 的中 �� 80531（1番人気）�� 8598（12番人気）�� 9182（10番人気）
3連複票数 計 676093 的中 ��� 27488（5番人気）
3連単票数 計 906787 的中 ��� 10597（14番人気）

ハロンタイム 9．4―10．7―11．1―12．1―12．5―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．1―31．2―43．3―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タフチョイス �
�
父 ハードスパン �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．1．7 京都10着

2015．3．11生 牡4鹿 母 パーフェクトチャンス 母母 Win Crafty Lady 10戦2勝 賞金 25，400，000円



11069 4月21日 晴 良 （31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

69 � メイショウタカトラ 牡5黒鹿57 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 502± 01：47．4 6．2�
712 リョウランヒーロー 牡5黒鹿57 横山 和生佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 482－ 21：47．5� 5．1�
57 オウケンスターダム 牡5鹿 57

56 ☆川又 賢治福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 482＋ 41：48．03 7．0�
711 オデュッセイア 牝4栗 55

54 ☆木幡 巧也吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 466＋101：48．21� 13．7�
813� シゲルポインター 牡5鹿 57

54 ▲小林 凌大森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 468－ 21：48．3� 11．8�
814 オーシャンビュー 牡6鹿 57

54 ▲斎藤 新冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 454＋ 2 〃 アタマ 5．1�
33 � アンフィーサ 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士谷口 祐人氏 藤原 辰雄 安平 追分ファーム 454－ 81：48．62 215．7	
58 サ イ ン 牡4芦 57 丸山 元気
ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 41：48．7クビ 23．6�
34 ウインドオブホープ �6栗 57 丹内 祐次�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 B524－ 21：49．65 19．3
46 エトワールドパリ 牝4芦 55

54 ☆富田 暁 
グリーンファーム深山 雅史 千歳 社台ファーム 486＋ 61：49．81 8．9�
610 ユイノチョッパー 牡4黒鹿57 長岡 禎仁由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B502－ 21：49．9クビ 6．5�
22 クニノオーシャン 牡4芦 57

55 △菊沢 一樹太陽光
 浅野洋一郎 日高 浜本 幸雄 482± 01：50．32� 171．1�
45 � ナリタミニスター 牡4鹿 57

55 △西村 淳也
オースミ 中尾 秀正 新ひだか グランド牧場 454－101：51．25 58．5�
11 ブラヴォバンビーノ �5鹿 57 西田雄一郎 �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム B492－ 51：52．37 63．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，402，200円 複勝： 40，957，300円 枠連： 17，524，200円
馬連： 54，833，000円 馬単： 26，273，900円 ワイド： 40，800，300円
3連複： 85，464，200円 3連単： 102，212，400円 計： 395，467，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 250円 � 180円 � 240円 枠 連（6－7） 690円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 700円 �� 840円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 17，410円

票 数

単勝票数 計 274022 的中 � 35034（3番人気）
複勝票数 計 409573 的中 � 39637（6番人気）� 65681（2番人気）� 41674（3番人気）
枠連票数 計 175242 的中 （6－7） 19402（3番人気）
馬連票数 計 548330 的中 �� 23377（4番人気）
馬単票数 計 262739 的中 �� 5775（7番人気）
ワイド票数 計 408003 的中 �� 15078（5番人気）�� 12172（8番人気）�� 17212（2番人気）
3連複票数 計 854642 的中 ��� 18474（4番人気）
3連単票数 計1022124 的中 ��� 4256（21番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―11．8―13．1―13．4―12．6―12．6―12．5―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．2―43．3―56．7―1：09．3―1：21．9―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�メイショウタカトラ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダンスインザダーク

2014．4．15生 牡5黒鹿 母 ダンシングハピネス 母母 メイショウサチカゼ 21戦2勝 賞金 29，600，000円
初出走 JRA

11070 4月21日 曇 良 （31福島1）第6日 第10競走 2，000�
こ お り

桑 折 特 別
発走14時50分 （芝・右）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，55�
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

610 コンダクトレス 牝4黒鹿55 杉原 誠人 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 476± 02：00．1 6．1�
712 ハギノカエラ 牝6栗 55 丸山 元気安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 416＋ 42：00．63 13．5�
69 ワタシヲマッテル 牝4栗 55 西村 淳也小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 456－ 82：00．7� 73．8�
22 ファストライフ 牝4栗 55 津村 明秀石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 448＋ 8 〃 クビ 12．5�
57 ガールズバンド 牝4鹿 55 横山 和生 �社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 460－142：00．8クビ 16．0�
11 フラッグサルート 牝4鹿 55 �島 克駿吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 430－ 22：01．01� 18．5	
33 サツキワルツ 牝4鹿 55 柴田 善臣小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 444± 02：01．1� 21．7

45 エレクトロニカ 牝5鹿 55 吉田 隼人 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 440－ 4 〃 アタマ 2．0�
814 アリストライン 牝4黒鹿55 中谷 雄太 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 448－ 8 〃 ハナ 57．9�
34 エリンズロマーネ 牝4栗 55 川又 賢治吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 480－ 6 〃 クビ 4．9
813 ミッキークロス 牝5青鹿55 丸田 恭介野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 428＋ 62：01．31� 42．6�
46 ベラソヴラーノ 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石栗 龍彦 新ひだか 上村 清志 458± 02：01．4クビ 113．4�
711� イチザティアラ 牝4黒鹿55 城戸 義政奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 448－ 42：01．93 336．8�
58 ジュリエットベール 牝5鹿 55 菱田 裕二吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 448＋ 62：02．11� 142．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，665，900円 複勝： 60，163，200円 枠連： 16，535，900円
馬連： 64，802，200円 馬単： 36，072，400円 ワイド： 48，971，800円
3連複： 95，462，700円 3連単： 141，768，800円 計： 499，442，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 270円 � 430円 � 1，670円 枠 連（6－7） 2，850円

馬 連 �� 4，050円 馬 単 �� 7，510円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 3，980円 �� 5，460円

3 連 複 ��� 43，020円 3 連 単 ��� 211，050円

票 数

単勝票数 計 356659 的中 � 46284（3番人気）
複勝票数 計 601632 的中 � 67627（2番人気）� 36410（4番人気）� 8169（10番人気）
枠連票数 計 165359 的中 （6－7） 4484（12番人気）
馬連票数 計 648022 的中 �� 12394（12番人気）
馬単票数 計 360724 的中 �� 3602（23番人気）
ワイド票数 計 489718 的中 �� 10567（13番人気）�� 3130（34番人気）�� 2271（40番人気）
3連複票数 計 954627 的中 ��� 1664（95番人気）
3連単票数 計1417688 的中 ��� 487（465番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―35．9―47．7―1：00．5―1：13．0―1：25．0―1：36．9―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

コンダクトレス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．8．26 札幌1着

2015．1．19生 牝4黒鹿 母 ファーストチェア 母母 マイケイティーズ 8戦2勝 賞金 24，065，000円



11071 4月21日 曇 良 （31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，30．4．21以降31．4．14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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

815 カネトシブレス 牝6鹿 53 川又 賢治兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 446－ 21：09．0 20．9�
611 シンデレラメイク 牝4栗 53 菱田 裕二田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 488＋ 4 〃 ハナ 7．2�
48 ビ リ ー バ ー 牝4黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 460＋ 21：09．1� 3．6�
816 フ ナ ウ タ 牝5栗 52 津村 明秀谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 468± 01：09．2� 13．7�
612� ヒロイックアゲン 牝5黒鹿53 木幡 育也浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 476＋ 41：09．3クビ 15．9�
23 ピースユニヴァース 牡4鹿 56 丹内 祐次久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 472－121：09．51	 7．3	
12 ダイシンバルカン 牡7鹿 54 勝浦 正樹大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510± 0 〃 クビ 12．8

35 ラニカイサンデー 牡5鹿 54 吉田 隼人横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 460＋ 61：09．6� 16．3�
713 ア リ ン ナ 牝5鹿 53 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド 436± 0 〃 ハナ 29．3
59 アラスカノオーロラ 牡4鹿 54 中谷 雄太丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 448－ 6 〃 クビ 11．8�
11 レディバード 牝4鹿 52 城戸 義政吉田 和美氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：09．81 44．1�
36 イ キ オ イ 牡7鹿 54 木幡 巧也西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 462－ 4 〃 ハナ 61．0�
47 � チタンクレバー 牝6青鹿52 横山 和生鈴木 康弘氏 古賀 史生 新冠 村上 欽哉 444－ 21：10．01� 127．5�
714 モルフェオルフェ 牝4鹿 52 柴田 善臣並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 428－ 8 〃 ハナ 21．5�
24 タガノカレン 牝4黒鹿52 森 裕太朗八木 良司氏 石坂 公一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442－ 41：10．1クビ 33．9�
510 ニシノウララ 牝4青鹿53 丸山 元気西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 462－ 4 〃 ハナ 7．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，988，500円 複勝： 84，751，800円 枠連： 50，971，300円
馬連： 210，201，400円 馬単： 77，548，500円 ワイド： 118，961，100円
3連複： 350，662，200円 3連単： 413，642，100円 計： 1，364，726，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 440円 � 220円 � 150円 枠 連（6－8） 2，040円

馬 連 �� 7，470円 馬 単 �� 17，190円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 1，430円 �� 600円

3 連 複 ��� 8，350円 3 連 単 ��� 82，540円

票 数

単勝票数 計 579885 的中 � 22156（10番人気）
複勝票数 計 847518 的中 � 37884（10番人気）� 95350（2番人気）� 188868（1番人気）
枠連票数 計 509713 的中 （6－8） 19282（9番人気）
馬連票数 計2102014 的中 �� 21781（33番人気）
馬単票数 計 775485 的中 �� 3383（80番人気）
ワイド票数 計1189611 的中 �� 14086（25番人気）�� 20965（11番人気）�� 53885（2番人気）
3連複票数 計3506622 的中 ��� 31492（15番人気）
3連単票数 計4136421 的中 ��� 3633（214番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．0―11．7―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．1―45．8―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネトシブレス �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2016．1．30 中京1着

2013．4．5生 牝6鹿 母 カネトシレジアス 母母 アフタヌーンブレス 24戦3勝 賞金 53，537，000円
〔制裁〕 カネトシブレス号の騎手川又賢治は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成31年4月27日から平成31年4月

28日まで騎乗停止。（被害馬：16番・9番・5番・7番・10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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ゲンパチケンシン号・ディアサルファー号・トンボイ号・リバティーホール号

11072 4月21日 曇 良 （31福島1）第6日 第12競走 1，800�
じ ょ う ど だ い ら

浄 土 平 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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

66 マ ハ ヴ ィ ル 牡4鹿 57 柴山 雄一 �社台レースホース上村 洋行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430± 01：48．5 4．7�

77 マイネルベレーロ 牡5栗 57 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 494－ 81：48．71 72．3�

78 リープフラウミルヒ 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 408± 0 〃 ハナ 16．5�

33 � ウインハイラント 牡5鹿 57 横山 武史�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 450－ 61：48．91 5．2�
22 � ホウオウジャンプ 牡5鹿 57 丸山 元気小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 504± 0 〃 クビ 5．3	
44 ウインオルビット 牡4鹿 57 菱田 裕二�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B486－ 41：49．0� 25．4

55 � サンライズサーカス 牡6青鹿57 津村 明秀松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B528－ 6 〃 クビ 3．6�
89 ソイルトゥザソウル 牡4青鹿57 木幡 初也グリーンスウォード高市 圭二 新冠 村田牧場 446＋ 21：49．1クビ 5．5�
810� シンボリブーケ 牝5鹿 55 西村 淳也岡田 壮史氏 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 478－ 4 〃 ハナ 78．3
11 マルターズルーメン 牝4栗 55 吉田 隼人藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 424＋ 41：50．8大差 12．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 44，213，800円 複勝： 49，834，900円 枠連： 17，740，300円
馬連： 85，086，500円 馬単： 40，206，500円 ワイド： 53，673，600円
3連複： 112，827，700円 3連単： 186，186，500円 計： 589，769，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 1，520円 � 530円 枠 連（6－7） 2，580円

馬 連 �� 15，990円 馬 単 �� 22，770円

ワ イ ド �� 4，690円 �� 1，270円 �� 5，320円

3 連 複 ��� 43，100円 3 連 単 ��� 219，480円

票 数

単勝票数 計 442138 的中 � 74334（2番人気）
複勝票数 計 498349 的中 � 81507（3番人気）� 7153（10番人気）� 22577（7番人気）
枠連票数 計 177403 的中 （6－7） 5310（13番人気）
馬連票数 計 850865 的中 �� 4123（30番人気）
馬単票数 計 402065 的中 �� 1324（56番人気）
ワイド票数 計 536736 的中 �� 2911（34番人気）�� 11247（15番人気）�� 2560（38番人気）
3連複票数 計1128277 的中 ��� 1963（81番人気）
3連単票数 計1861865 的中 ��� 615（441番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．4―13．2―12．5―11．5―11．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．4―49．6―1：02．1―1：13．6―1：25．2―1：36．7

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

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

勝馬の
紹 介

マ ハ ヴ ィ ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．3．4 小倉1着

2015．1．28生 牡4鹿 母 マ ト ゥ ラ ー 母母 オリエンタルアート 8戦2勝 賞金 23，112，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 マルターズルーメン号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 ウインハイラント号の騎手横山武史は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マルターズルーメン号は，平成31年4月22日から平成31年5月12日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。

３レース目



（31福島1）第6日 4月21日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

169，180，000円
3，890，000円
18，470，000円
1，470，000円
18，670，000円
70，012，500円
5，364，800円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
337，987，200円
472，272，000円
193，697，100円
715，604，100円
342，298，900円
499，487，800円
1，107，197，900円
1，421，462，600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 5，090，007，600円

総入場人員 10，690名 （有料入場人員 9，044名）



平成31年度 第1回福島競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，061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

1，145，280，000円
24，630，000円
101，110，000円
9，320，000円
128，420，000円
425，921，750円
33，804，200円
10，185，600円

勝馬投票券売得金
1，952，022，700円
2，748，916，200円
1，068，865，800円
3，920，549，200円
1，868，908，100円
2，756，056，300円
5，943，637，400円
7，647，401，500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 27，906，357，200円

総入場延人員 66，894名 （有料入場延人員 54，374名）
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