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10013 4月17日 晴 稍重 （4福島1） 第2日 第1競走 1，150�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．1
1：06．1

不良
不良

48 テキサスフィズ 牝3鹿 54
52 △松本 大輝 �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 460－ 21：08．9 2．0�

36 クリーンジーニアス 牝3鹿 54 松岡 正海石橋 和夫氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 438＋ 8 〃 クビ 8．0�
816 オースミメッシーナ 牝3栗 54 丸山 元気�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 448± 01：09．0クビ 31．2�
714 ハピネスガッサン 牝3栗 54 武藤 雅西村 專次氏 田島 俊明 浦河 中脇 満 416－ 41：09．32 40．0�
59 イ プ ノ ー ズ 牝3青鹿54 荻野 極�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442± 01：09．72� 4．2	
12 サリーチャン 牝3黒鹿54 杉原 誠人栗山 道郎氏 石栗 龍彦 浦河トラストスリーファーム 450－ 31：10．01� 360．3

510 バオバブスピリット 牝3青鹿54 斎藤 新 Him Rock Racing

ホールディングス� 斎藤 誠 新冠 株式会社
安達牧場 430－ 6 〃 ハナ 14．4�

815 キタノドーベル 牝3黒鹿 54
52 ◇藤田菜七子北所 直人氏 深山 雅史 日高 戸川牧場 446－ 21：10．1� 248．2�

713 ウェルメイド 牝3鹿 54
51 ▲角田 大和 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 浦河 宮内牧場 408－12 〃 ハナ 201．3

23 マリノプロヴァンス 牝3黒鹿 54
51 ▲原 優介�クラウン 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 448± 0 〃 アタマ 31．0�

24 サンサンタイヨウ 牝3黒鹿54 菱田 裕二�髙昭牧場 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 436－ 41：10．2� 28．4�
611 カ チ グ ミ 牝3黒鹿54 古川 吉洋�加藤牧場 高橋 裕 日高 加藤牧場 424－ 21：11．37 222．4�
35 シ ラ セ 牝3芦 54

51 ▲鷲頭 虎太江川 伸夫氏 小手川 準 浦河 信岡牧場 410－ 91：11．51� 260．8�
47 アニーアイル 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹日向 英二氏 本間 忍 新ひだか 松田牧場 466＋ 61：11．6� 350．9�
11 オモイソメル 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人ゲートイン 青木 孝文 新ひだか 静内フアーム 466－ 41：11．92 5．5�
612 ス リ ッ ク 牝3栗 54 西村 淳也平井 裕氏 吉岡 辰弥 新ひだか 田中 裕之 456－ 41：12．75 104．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，225，400円 複勝： 47，685，400円 枠連： 11，569，300円
馬連： 52，692，800円 馬単： 23，288，800円 ワイド： 54，412，200円
3連複： 89，977，800円 3連単： 88，806，800円 計： 398，658，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 220円 � 440円 枠 連（3－4） 1，040円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 410円 �� 900円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 12，700円

票 数

単勝票数 計 302254 的中 � 117956（1番人気）
複勝票数 計 476854 的中 � 139877（1番人気）� 48017（4番人気）� 19456（8番人気）
枠連票数 計 115693 的中 （3－4） 8597（4番人気）
馬連票数 計 526928 的中 �� 42311（3番人気）
馬単票数 計 232888 的中 �� 12403（4番人気）
ワイド票数 計 544122 的中 �� 37536（3番人気）�� 15149（10番人気）�� 5573（24番人気）
3連複票数 計 899778 的中 ��� 16268（12番人気）
3連単票数 計 888068 的中 ��� 5068（35番人気）

ハロンタイム 9．4―10．9―11．3―12．0―12．3―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．3―31．6―43．6―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テキサスフィズ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．10．10 阪神9着

2019．4．6生 牝3鹿 母 シャンボールフィズ 母母 マンハッタンフィズ 5戦1勝 賞金 8，080，000円
〔騎手変更〕 マリノプロヴァンス号の騎手小林脩斗は，第1日第8競走での落馬負傷のため原優介に変更。

10014 4月17日 晴 良 （4福島1） 第2日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時15分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．0

良
良

59 クリノマジン 牡3鹿 56
55 ☆秋山 稔樹栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 454－ 21：10．6 2．2�

611� スーリールダンジュ 牝3黒鹿54 中井 裕二ゴドルフィン 中内田充正 英 Crimbourne
Bloodstock Ltd 466 ―1：11．02� 7．6�

713� バーニーフォールズ 牝3鹿 54 菱田 裕二ゴドルフィン 加藤 征弘 愛 Tom & Ger-
aldine Molan 440－ 21：11．42� 8．0�

23 ショウナンラタン 牡3栗 56
53 ▲原 優介国本 哲秀氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム B476－141：11．5� 5．3�

47 フォルトゥナ 牡3青鹿56 勝浦 正樹山本三津子氏 中野 栄治 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 71：11．82 194．8�

714 ハートホイップ 牝3芦 54
53 ☆泉谷 楓真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 聖心台牧場 464＋ 81：11．9クビ 5．2	
510 トレフォイル 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大和前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 466 ― 〃 アタマ 62．9

35 エコロデビル 牡3栗 56 菊沢 一樹原村 正紀氏 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 21：12．43 14．1�
12 セイグッドバイ 牝3鹿 54

51 ▲大久保友雅石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 細川農場 476－161：12．5クビ 53．2�
11 ダイメイクルミ 牝3芦 54 丹内 祐次宮本 昇氏 本間 忍 新ひだか 前田牧場 472－141：12．92� 264．2
612 エメラルアポロン 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 484 ― 〃 ハナ 27．5�
48 ア シ ュ ラ ン 牡3芦 56 荻野 極間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 カナイシスタッド 470＋ 61：13．21� 489．7�
36 マッハインファイト 牡3栗 56 黛 弘人松嶋 良治氏 武井 亮 安平 �橋本牧場 B540＋18 〃 アタマ 82．7�
24 リーサムフジ 牝3栗 54 武藤 雅平田 修氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 436 ―1：13．4� 196．2�
815 ハグミーモア 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子 IHR 菊川 正達 浦河 カナイシスタッド 414 ―1：14．25 165．3�
816 ペイシャアビイ 牝3鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 的場 均 新ひだか 友田牧場 438＋ 21：14．83� 625．9�
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売 得 金
単勝： 28，404，000円 複勝： 38，832，000円 枠連： 10，494，900円
馬連： 39，947，200円 馬単： 18，092，100円 ワイド： 38，907，500円
3連複： 59，666，000円 3連単： 58，633，200円 計： 292，976，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 220円 � 170円 枠 連（5－6） 920円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 540円 �� 410円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 12，240円

票 数

単勝票数 計 284040 的中 � 99725（1番人気）
複勝票数 計 388320 的中 � 109715（1番人気）� 34587（6番人気）� 53750（3番人気）
枠連票数 計 104949 的中 （5－6） 8759（4番人気）
馬連票数 計 399472 的中 �� 22362（4番人気）
馬単票数 計 180921 的中 �� 6364（8番人気）
ワイド票数 計 389075 的中 �� 18321（6番人気）�� 25745（3番人気）�� 11012（12番人気）
3連複票数 計 596660 的中 ��� 16484（8番人気）
3連単票数 計 586332 的中 ��� 3472（35番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．5―46．5―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノマジン �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2021．9．18 中京4着

2019．3．18生 牡3鹿 母 トリンカファイブ 母母 レイドフラワー 6戦1勝 賞金 10，370，000円
〔発走状況〕 ハートホイップ号・ペイシャアビイ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 セイグッドバイ号の騎手大久保友雅は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）
〔調教再審査〕 ペイシャアビイ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 ハグミーモア号は，発走後に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〕 ペイシャアビイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月17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） 1頭 リアルジョージ号
（非抽選馬） 5頭 イダマンテ号・ジャジャカバージョ号・フロムドーヴィル号・ユーロックデュード号・ルナリュミエール号

第１回 福島競馬 第２日



10015 4月17日 晴 稍重 （4福島1） 第2日 第3競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

22 ク ル ル 牡3鹿 56
53 ▲横山 琉人�ORTEGA 大江原 哲 新ひだか

有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 490－ 41：46．6 5．1�

58 ロルバーンスカイ 牡3鹿 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 ディアレスト
クラブ B438－ 61：46．7� 4．2�

47 ベ ニ ッ シ モ 牡3鹿 56 丸山 元気 �ニッシンホール
ディングス 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 472＋ 6 〃 ハナ 4．7�

712 サラフィエル 牡3栗 56 菊沢 一樹木部 厳生氏 鈴木慎太郎 日高 木部ファーム 434－ 11：47．44 27．4�
34 � ワンダフルヘヴン 牝3青鹿 54

53 ☆亀田 温心�レッドマジック久保田貴士 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

B490＋ 4 〃 ハナ 11．5�
713 カイザーレオン 牡3鹿 56 西村 淳也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 橋本牧場 448－ 21：47．71� 5．1	
11 オセアレジェンド 牡3青 56 丹内 祐次 XIAOジャパン 田村 康仁 むかわ 上水牧場 480－ 2 〃 クビ 5．0

59 サンライズコブラ 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 478－ 61：48．01� 44．0�
610 ワンダートリガー 牡3鹿 56 古川 吉洋山本 能成氏 斉藤 崇史 浦河 高昭牧場 486 ―1：48．32 97．6�
814 デルマオベロン 牡3栗 56

53 ▲西谷 凜浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 450－ 21：48．4� 197．9
46 ト ッ テ ィ ー 牝3鹿 54 斎藤 新小林竜太郎氏 武市 康男 新ひだか 田中 裕之 446－ 91：49．14 123．5�
815 コッカラッス 牡3鹿 56

53 ▲原 優介大田 恭充氏 小手川 準 新冠 中山 高鹿康 474＋161：49．41� 81．4�
23 � ゴーンクエスト 牡3鹿 56

54 △松本 大輝飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Chiyoda
Farm 470± 01：50．03� 74．4�

35 ミュージアムピース 牡3鹿 56 黛 弘人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B460－ 21：52．0大差 60．0�
611 キタノアームド 牡3鹿 56 荻野 極北所 直人氏 土田 稔 日高 シンボリ牧場 440 ―2：04．3大差 282．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，886，800円 複勝： 40，254，400円 枠連： 8，285，700円
馬連： 37，629，900円 馬単： 16，997，400円 ワイド： 40，017，600円
3連複： 61，222，800円 3連単： 62，256，100円 計： 289，550，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 150円 � 150円 枠 連（2－5） 810円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 310円 �� 510円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 8，050円

票 数

単勝票数 計 228868 的中 � 35723（5番人気）
複勝票数 計 402544 的中 � 60560（4番人気）� 73225（1番人気）� 71042（2番人気）
枠連票数 計 82857 的中 （2－5） 7888（1番人気）
馬連票数 計 376299 的中 �� 33411（1番人気）
馬単票数 計 169974 的中 �� 6772（2番人気）
ワイド票数 計 400176 的中 �� 34751（1番人気）�� 19263（9番人気）�� 20243（8番人気）
3連複票数 計 612228 的中 ��� 29859（2番人気）
3連単票数 計 622561 的中 ��� 5602（6番人気）

ハロンタイム 6．9―11．4―11．9―12．9―12．9―12．5―12．6―12．7―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．2―43．1―56．0―1：08．5―1：21．1―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ク ル ル �
�
父 ミュゼスルタン �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．6．12 東京7着

2019．4．17生 牡3鹿 母 メイビーズエイム 母母 マヤノメイビー 7戦1勝 賞金 10，040，000円
〔その他〕 ミュージアムピース号は，1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〕 キタノアームド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月17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 ギャラクシーセブン号・マックロイド号・リヴァンプ号

10016 4月17日 晴 良 （4福島1） 第2日 第4競走 ��2，750�障害4歳以上未勝利
発走11時10分 （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� 基準タイム2：57．4良

44 ハ ン タ ー 牡4青鹿59 五十嵐雄祐道永 幸治氏 村田 一誠 新ひだか 田中 春美 448± 03：00．9 3．1�
45 レーヴドオルフェ 牡5栗 60 石神 深一平川 浩之氏 菊川 正達 新冠 村上 欽哉 520± 03：02．17 3．0�
56 ダイメイコスモス 牡6栗 60 植野 貴也宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 B494± 03：03．27 4．6�
710 ドラウプニル �6鹿 60 伴 啓太吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 480－183：05．5大差 22．2�
813 ハイオソラール 牡6鹿 60 黒岩 悠名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 520－ 83：05．92� 136．1�
69 サマーサプライズ 牡8鹿 60 小野寺祐太 �吉澤ホールディングス 宮本 博 浦河 帰山 清貴 464－123：09．5大差 15．9	
11 � ドバウィビクトリー 牡5鹿 60 江田 勇亮後藤 英成氏 稲垣 幸雄 日高 長谷部牧場 470＋103：10．45 344．0

711 ハーツシンフォニー �5青鹿60 大江原 圭 DMMドリームクラブ� 辻 哲英 日高 下河辺牧場 460－103：10．71	 35．5�
68 � マイネルバッカーノ 牡6黒鹿60 大庭 和弥Mr．ホース 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 512＋163：11．55 123．6�
57 サマーカナロア �4黒鹿59 高田 潤前田 亘輝氏 昆 貢 新ひだか 千代田牧場 484－183：11．81	 26．8
22 � ホウオウビクトリー 牡6鹿 60 草野 太郎小笹 芳央氏 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 6 （競走中止） 127．5�
33 キタノギャラクシー 牡5鹿 60 上野 翔北所 直人氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 486＋ 4 （競走中止） 18．1�
812 ブルベアペスカ 牡6栗 60

57 ▲小牧加矢太森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 橋本牧場 476± 0 （競走中止） 7．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 18，836，700円 複勝： 19，870，700円 枠連： 7，399，100円
馬連： 26，540，800円 馬単： 14，425，000円 ワイド： 24，798，700円
3連複： 50，481，700円 3連単： 67，058，600円 計： 229，411，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 130円 � 140円 枠 連（4－4） 530円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 200円 �� 380円 �� 240円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 2，830円

票 数

単勝票数 計 188367 的中 � 47257（2番人気）
複勝票数 計 198707 的中 � 35940（2番人気）� 44085（1番人気）� 33890（3番人気）
枠連票数 計 73991 的中 （4－4） 10765（2番人気）
馬連票数 計 265408 的中 �� 43049（1番人気）
馬単票数 計 144250 的中 �� 11770（1番人気）
ワイド票数 計 247987 的中 �� 34310（1番人気）�� 14588（3番人気）�� 26280（2番人気）
3連複票数 計 504817 的中 ��� 47363（1番人気）
3連単票数 計 670586 的中 ��� 17133（1番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 52．2－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハ ン タ ー �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．1．9 中山10着

2018．4．15生 牡4青鹿 母 ビキニクィーン 母母 フレンチビキニ 障害：3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔競走中止〕 ブルベアペスカ号は，2号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

キタノギャラクシー号は，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。
ホウオウビクトリー号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。

〔調教再審査〕 ホウオウビクトリー号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査〔平地調教を含む〕。
※出走取消馬 プンタアレナス号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タガノキングロード号
（非抽選馬） 2頭 アニマーダ号・ダイワセントライト号



10017 4月17日 晴 良 （4福島1） 第2日 第5競走 2，750�障害4歳以上未勝利
発走12時00分 （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� 基準タイム2：57．4良

57 ハ デ ィ ア 牡5鹿 60 伴 啓太�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 460－123：05．8 5．1�
610 ジャディード 牡7黒鹿60 石神 深一丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 450－ 6 〃 クビ 12．8�
22 グランドビクトリー 牡6栗 60 小坂 忠士田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 490－123：06．11� 3．9�
69 メイショウヤシャ 牡6栗 60 森 一馬松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 466± 03：06．31� 2．7�
58 ラジェドール 牡4芦 59 草野 太郎根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 494－ 63：06．61� 8．7�
813 アサクサトラマル 牡4黒鹿59 蓑島 靖典田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 450－ 83：06．92 41．6	
814 ルドンカズマ 牡5鹿 60 中村 将之合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 500－ 23：07．53� 10．6

33 ヒルノエドワード 牡5黒鹿60 平沢 健治�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 484－ 23：11．9大差 14．0�
45 リフトトゥヘヴン 牡8鹿 60 五十嵐雄祐丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 492－ 23：14．4大差 40．3
34 � レイワミノル 牡4黒鹿59 植野 貴也松岡 研司氏 高柳 大輔 日高 宝寄山 拓樹 496± 03：14．5� 59．3�
11 � コンモートフーガ 牡4黒鹿59 江田 勇亮Mr．ホース 南田美知雄 新冠 ハクツ牧場 502＋ 8 （競走中止） 171．4�
46 アンチエイジング 牝4鹿 57 大江原 圭福田 光博氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 464－ 2 （競走中止） 182．8�
711� コラルブラッシュ 牡6鹿 60 金子 光希中島 俊房氏 伊藤 伸一 日高 Wing Farm 458－16 （競走中止） 244．8�
712� ヘブンリーキス 牡5栗 60 小野寺祐太田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 サンローゼン 472－ 2 （競走中止） 218．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，882，000円 複勝： 20，785，700円 枠連： 8，293，900円
馬連： 26，717，200円 馬単： 14，237，900円 ワイド： 25，567，300円
3連複： 53，209，900円 3連単： 61，853，300円 計： 226，547，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 320円 � 160円 枠 連（5－6） 440円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 800円 �� 410円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 3，500円 3 連 単 ��� 24，910円

票 数

単勝票数 計 158820 的中 � 24627（3番人気）
複勝票数 計 207857 的中 � 33952（3番人気）� 13439（7番人気）� 37885（2番人気）
枠連票数 計 82939 的中 （5－6） 14584（1番人気）
馬連票数 計 267172 的中 �� 6437（14番人気）
馬単票数 計 142379 的中 �� 2155（20番人気）
ワイド票数 計 255673 的中 �� 8014（11番人気）�� 17292（3番人気）�� 5924（13番人気）
3連複票数 計 532099 的中 ��� 11396（11番人気）
3連単票数 計 618533 的中 ��� 1800（82番人気）
上り 1マイル 1：48．3 4F 54．5－3F 40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

ハ デ ィ ア �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．6．1 東京5着

2017．4．28生 牡5鹿 母 アルレガーロ 母母 メ ジ ェ ー ル 障害：4戦1勝 賞金 13，100，000円
〔騎手変更〕 ハディア号の騎手上野翔は，第4競走での落馬負傷のため伴啓太に変更。
〔競走中止〕 アンチエイジング号は，2号障害〔竹柵〕着地時に転倒したため競走中止。

コラルブラッシュ号は，2号障害〔竹柵〕飛越後に，転倒した「アンチエイジング」号に触れ，転倒したため競走中止。
コンモートフーガ号は，2号障害〔竹柵〕飛越後に，落馬した「コラルブラッシュ」号の騎手を避けようとし，騎手が落馬した
ため競走中止。
ヘブンリーキス号は，競走中に疾病〔鼻出血（3回目）〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

〔その他〕 レイワミノル号は，各障害を左側に斜飛したことについて障害調教注意。
〔鼻出血による出走制限〕 ヘブンリーキス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年7月17日まで出走できない。
※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 アポロファントム号・ヴァーダイト号・エイムアンドエンド号・ガンケン号

10018 4月17日 晴 稍重 （4福島1） 第2日 第6競走 1，700�3歳未勝利
発走12時35分 （ダート・右）

若手騎手；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

610 ケイティマジック 牡3鹿 56 菊沢 一樹瀧本 和義氏 清水 英克 浦河 フクオカファーム 482＋ 21：46．4 2．8�
47 ア オ カ ミ 牡3青 56

55 ☆秋山 稔樹プレミアムレースホース 和田 勇介 日高 シンボリ牧場 458－ 41：47．57 24．4�
814 コスモツカサ 牝3黒鹿 54

52 △松本 大輝 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 アラキフアーム 434± 01：47．82 17．9�
35 ノアラヴィータ 牡3栗 56

52 ★永島まなみ佐山 公男氏 牧浦 充徳 浦河 中神牧場 512－ 81：47．9クビ 91．0�
713 キタノデイジョブ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 三石川上牧場 478－ 81：48．0� 10．9�
815 ノアペルーサ 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人佐山 公男氏 大江原 哲 日高 門別牧場 B504＋ 61：48．31� 77．5	
712 ジェノバフレイバー 牡3鹿 56 木幡 育也尾田 信夫氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 456± 01：48．93� 77．2

611 ブエノスアン 牡3栗 56

54 ◇藤田菜七子 TURFレーシング 大和田 成 日高 木村牧場 B468＋ 4 〃 クビ 95．5�
34 リ ー ス タ ル 牝3鹿 54 荻野 極中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 422－121：49．0クビ 3．9�
58 クリノユキツバキ 牝3栗 54

53 ☆泉谷 楓真栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 日西牧場 460＋ 81：49．42� 221．7
46 ル テ リ ブ ル 牡3黒鹿56 武藤 雅 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高柳 瑞樹 新冠 ヒカル牧場 468－ 4 〃 ハナ 50．6�
23 キ ン グ ク ー 牡3鹿 56 西村 淳也辻子 依旦氏 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 498－ 2 〃 ハナ 3．0�
22 ジ ェ イ デ ン 牡3栗 56 斎藤 新林 正道氏 斎藤 誠 新冠 秋田牧場 516 ―1：49．5クビ 37．3�
11 フ ミ ロ ー グ �3鹿 56

53 ▲西塚 洸二林 文彦氏 鹿戸 雄一 浦河 有限会社
松田牧場 440－ 81：49．92� 28．6�

（14頭）
59 グロズニーグラード 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和前田 幸貴氏 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 31，855，300円 複勝： 41，408，900円 枠連： 8，993，000円
馬連： 39，059，100円 馬単： 20，139，400円 ワイド： 42，384，100円
3連複： 66，704，600円 3連単： 80，922，600円 計： 331，467，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 360円 � 350円 枠 連（4－6） 2，810円

馬 連 �� 3，650円 馬 単 �� 5，220円

ワ イ ド �� 890円 �� 760円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 12，210円 3 連 単 ��� 58，660円

票 数

単勝票数 差引計 318553（返還計 4067） 的中 � 88171（1番人気）
複勝票数 差引計 414089（返還計 4914） 的中 � 104203（2番人気）� 24410（6番人気）� 25025（5番人気）
枠連票数 差引計 89930（返還計 56） 的中 （4－6） 2477（11番人気）
馬連票数 差引計 390591（返還計 13278） 的中 �� 8277（12番人気）
馬単票数 差引計 201394（返還計 6526） 的中 �� 2891（17番人気）
ワイド票数 差引計 423841（返還計 16731） 的中 �� 12414（10番人気）�� 14668（8番人気）�� 5125（19番人気）
3連複票数 差引計 667046（返還計 41867） 的中 ��� 4097（37番人気）
3連単票数 差引計 809226（返還計 49901） 的中 ��� 1000（157番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―11．5―12．2―12．8―12．7―13．1―12．9―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．6―41．8―54．6―1：07．3―1：20．4―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．1
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケイティマジック �
�
父 ロ ゴ タ イ プ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．10．3 中山10着

2019．3．29生 牡3鹿 母 レンヌルシャトー 母母 レ ン Ⅱ 8戦1勝 賞金 9，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時40分に変更。
〔騎手変更〕 クリノユキツバキ号の騎手小林脩斗は，第1日第8競走での落馬負傷のため泉谷楓真に変更。
〔競走除外〕 グロズニーグラード号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻5分遅延。
〔制裁〕 コスモツカサ号の騎手松本大輝は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
〔3走成績による出走制限〕 クリノユキツバキ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月17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 サノプリ号



10019 4月17日 晴 良 （4福島1） 第2日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時05分 （芝・右）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．8

良
良

23 トーセンメラニー 牝4黒鹿 55
52 ▲原 優介島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 482＋ 21：50．0 4．0�
35 � フォーチュンリング 牝7鹿 55 黛 弘人岡田 壮史氏 嘉藤 貴行 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 クビ 10．6�
47 エレフセリア 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 4 〃 アタマ 4．7�
815 ルヴァンノワール 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 430－ 4 〃 アタマ 8．5�
612 フ ォ レ ス タ 牝4鹿 55

52 ▲角田 大和 	ビッグレッドファーム 嘉藤 貴行 新冠 長浜 秀昭 412－101：50．1� 13．9

48 フラワリングナイト 牝5青鹿55 丸山 元気�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 444－ 21：50．2アタマ 43．2�
11 タウゼントシェーン 牝4青 55 荻野 極 	社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 424－121：50．3� 4．2�
12 コウソクカレン 牝4鹿 55 勝浦 正樹野﨑 昭夫氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム B494－ 61：50．4� 19．4
59 ク オ ン タ ム 牝4芦 55 松岡 正海	ミルファーム 村田 一誠 浦河 猿橋 義昭 442－ 6 〃 アタマ 171．1�
24 � ケリアテソーロ 牝4鹿 55

52 ▲西塚 洸二了德寺健二ホール
ディングス� 伊坂 重信 新ひだか 服部 牧場 450＋ 41：50．93 141．2�

713 プリペアード 牝4鹿 55
52 ▲横山 琉人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 三嶋牧場 418＋ 21：51．0� 22．8�
510 リュウグウヒメ 牝6鹿 55

51 ★永島まなみ深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 448± 01：51．1アタマ 19．5�
611 レ イ モ ミ 牝4青鹿55 菱田 裕二 �ニッシンホール

ディングス 武 幸四郎 新ひだか チャンピオンズファーム 416－14 〃 クビ 24．8�
36 � キタノポケット 牝5栗 55 的場 勇人北所 直人氏 粕谷 昌央 日高 森永牧場 396－ 91：51．41� 105．5�
816� マックスブロケイド 牝6鹿 55

53 △松本 大輝田所 英子氏 笹田 和秀 新冠 高橋 忍 422－ 41：51．5� 76．7�
714 グッドラベリング 牝4栗 55 斎藤 新青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 430－ 81：52．45 36．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，052，000円 複勝： 43，495，500円 枠連： 9，490，800円
馬連： 44，070，900円 馬単： 18，151，400円 ワイド： 50，412，000円
3連複： 74，734，700円 3連単： 83，010，700円 計： 351，418，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 210円 � 160円 枠 連（2－3） 2，180円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 550円 �� 410円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 16，660円

票 数

単勝票数 計 280520 的中 � 55659（1番人気）
複勝票数 計 434955 的中 � 72246（2番人気）� 46600（4番人気）� 73052（1番人気）
枠連票数 計 94908 的中 （2－3） 3368（11番人気）
馬連票数 計 440709 的中 �� 15254（6番人気）
馬単票数 計 181514 的中 �� 3535（10番人気）
ワイド票数 計 504120 的中 �� 23542（4番人気）�� 32650（1番人気）�� 15234（7番人気）
3連複票数 計 747347 的中 ��� 17105（6番人気）
3連単票数 計 830107 的中 ��� 3611（25番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．4―12．7―12．1―11．9―12．3―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．2―48．9―1：01．0―1：12．9―1：25．2―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンメラニー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Sultry Song デビュー 2020．8．9 新潟3着

2018．4．17生 牝4黒鹿 母 エラドゥーラ 母母 Sichana 20戦2勝 賞金 36，455，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時10分に変更。
〔騎手変更〕 プリペアード号の騎手小林脩斗は，第1日第8競走での落馬負傷のため横山琉人に変更。

10020 4月17日 晴 稍重 （4福島1） 第2日 第8競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時35分 （ダート・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

22 トーアシオン �6栗 57
56 ☆亀田 温心高山ランド� 辻 哲英 豊浦トーア牧場 484＋ 41：46．2 2．8�

712� テーオーバフェット 牡5栗 57 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか フジワラフアーム B514－101：46．51� 8．5�
611 ディーエスボンバー 牡4黒鹿57 古川 吉洋秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 498－ 21：46．6� 7．9�
814 ルージュフェリーク 牝4黒鹿55 武藤 雅 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム B452＋ 41：47．13 48．1�
59 ベンチャーアウト 牡4栗 57 西村 淳也 �吉澤ホールディングス 庄野 靖志 日高 碧雲牧場 500－ 4 〃 クビ 3．3�
34 � ロードインファイト 牡5黒鹿 57

55 △松本 大輝 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム B444－ 21：47．2クビ 10．5	
713 ジョイナイト 牡6鹿 57 中井 裕二西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 530＋ 21：47．41� 178．7

23 � シングンジョーイ 牡4鹿 57 菱田 裕二伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 B452＋ 4 〃 ハナ 76．9�
46 ジェイエルブリッジ 牡4芦 57 丸山 元気橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 474－ 31：47．82� 319．6�
47 サクララージャン 牡6青鹿 57

54 ▲横山 琉人�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 498－ 21：48．22� 27．4
610 ス レ プ ト ン 牡5鹿 57

56 ☆秋山 稔樹 �社台レースホース大和田 成 安平 追分ファーム B462－ 21：49．37 9．3�
815� サンマルシップ 牡4芦 57

54 ▲原 優介相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム 496＋101：49．72� 43．1�
11 � スペシャルサンデー 牡4鹿 57

54 ▲水沼 元輝�宮内牧場 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 478± 01：50．33� 67．2�
58 テーオールソー 牡4青鹿 57

55 ◇藤田菜七子小笹 公也氏 清水 久詞 日高 荒井ファーム 516＋ 81：50．4� 48．6�
35 テイエムダイアタリ 牡4黒鹿57 菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 526＋ 41：50．5� 122．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，288，200円 複勝： 30，324，600円 枠連： 9，035，600円
馬連： 36，379，200円 馬単： 16，645，000円 ワイド： 35，982，900円
3連複： 59，615，500円 3連単： 70，103，400円 計： 285，374，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 260円 � 200円 枠 連（2－7） 1，560円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 840円 �� 480円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 17，640円

票 数

単勝票数 計 272882 的中 � 77944（1番人気）
複勝票数 計 303246 的中 � 65419（2番人気）� 25623（4番人気）� 38086（3番人気）
枠連票数 計 90356 的中 （2－7） 4473（5番人気）
馬連票数 計 363792 的中 �� 17120（6番人気）
馬単票数 計 166450 的中 �� 4547（7番人気）
ワイド票数 計 359829 的中 �� 10757（10番人気）�� 20160（3番人気）�� 7400（12番人気）
3連複票数 計 596155 的中 ��� 10988（9番人気）
3連単票数 計 701034 的中 ��� 2880（44番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．8―13．5―12．2―12．4―12．7―12．6―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．6―43．1―55．3―1：07．7―1：20．4―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーアシオン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2018．12．22 中山1着

2016．2．21生 �6栗 母 トーアティアレ 母母 トーアスカイヴュー 20戦2勝 賞金 33，780，000円
※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 ナリノペッパー号・ハイエストポイント号



10021 4月17日 晴 良 （4福島1） 第2日 第9競走 ��1，200�
い お う じ

医 王 寺 特 別
発走14時05分 （芝・右）

4歳以上，1勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．0

良
良

24 ニューアリオン 牡4鹿 57 菱田 裕二フィールドレーシング 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 478± 01：10．5 6．2�
611 アセンダント 牝6鹿 55 武藤 雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 466－ 41：10．6� 21．6�
816� ベ ン ガ ン 牡5芦 57 泉谷 楓真小林 薫氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 458－ 2 〃 クビ 28．6�
36 ニシノリース 牝4黒鹿55 丸山 元気西山 茂行氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 434± 01：10．7クビ 43．4�
59 � オリンピックデイ 牡4鹿 57 西村 淳也馬場 幸夫氏 西村 真幸 米 Fred W.

Hertrich III 498－12 〃 アタマ 3．6�
612 マイネルチューダ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 456＋ 2 〃 クビ 5．8	
714� アルバリーニョ 牝4鹿 55 角田 大和中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 438± 01：10．8� 86．0

12 カゼノタニノアヤカ 牝5鹿 55 斎藤 新増田 和啓氏 安田 隆行 平取 二風谷ファーム 452＋ 2 〃 アタマ 2．9�
35 � サンセットオーラ 牡7鹿 57 黛 弘人 N.S.R.C 村田 一誠 新冠 サンローゼン 460＋ 41：10．9クビ 82．4�
11 タガノスペルノヴァ 牡4青鹿57 中井 裕二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434－ 2 〃 クビ 37．3
47 � クインズムーン 牝4鹿 55 杉原 誠人 �シルクレーシング 中川 公成 愛 Littlejohn

Bloodstock Ltd 472＋101：11．0クビ 15．6�
23 バイシクルキック 牡4鹿 57 原田 和真�GET NEXT 栗田 徹 新冠 パカパカ

ファーム 468－ 2 〃 アタマ 19．4�
48 マイネルヘルト 牡5青鹿57 水口 優也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 石郷岡 雅樹 416± 01：11．21� 63．8�
510�� マイサンライズ 牝4黒鹿55 川須 栄彦�和田牧場 和田正一郎 米

Chad Austin
Reed & Hill ’n’
Dale Farms

512－161：11．3クビ 106．7�
815�� ローズファラオ 牝4鹿 54 秋山 稔樹 �ニッシンホール

ディングス 坂口 智康 豪 Go Blood-
stock 396－ 41：12．57 70．4�

（15頭）
713 リ ノ 牝5鹿 55 松本 大輝�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，432，400円 複勝： 40，984，200円 枠連： 11，234，900円
馬連： 47，028，100円 馬単： 18，543，500円 ワイド： 42，990，400円
3連複： 71，441，400円 3連単： 80，772，300円 計： 342，427，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 240円 � 600円 � 630円 枠 連（2－6） 980円

馬 連 �� 7，710円 馬 単 �� 11，730円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 2，060円 �� 4，670円

3 連 複 ��� 48，570円 3 連 単 ��� 193，900円

票 数

単勝票数 差引計 294324（返還計 3665） 的中 � 37709（4番人気）
複勝票数 差引計 409842（返還計 8161） 的中 � 53096（4番人気）� 16464（7番人気）� 15542（8番人気）
枠連票数 差引計 112349（返還計 138） 的中 （2－6） 8799（4番人気）
馬連票数 差引計 470281（返還計 20277） 的中 �� 4724（23番人気）
馬単票数 差引計 185435（返還計 6880） 的中 �� 1185（38番人気）
ワイド票数 差引計 429904（返還計 24515） 的中 �� 4826（24番人気）�� 5418（22番人気）�� 2343（41番人気）
3連複票数 差引計 714414（返還計 57650） 的中 ��� 1103（122番人気）
3連単票数 差引計 807723（返還計 55103） 的中 ��� 302（511番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．2―11．6―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．1―45．7―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニューアリオン �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2020．7．18 阪神5着

2018．3．6生 牡4鹿 母 マ マ ア ル パ 母母 ヴェルザンディ 10戦2勝 賞金 20，537，000円
〔騎手変更〕 マイサンライズ号の騎手藤井勘一郎は，第1日第8競走での落馬負傷のため川須栄彦に変更。
〔競走除外〕 リノ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
※アセンダント号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

10022 4月17日 晴 稍重 （4福島1） 第2日 第10競走 ��1，150�ラ ジ オ 福 島 賞
発走14時40分 （ダート・右）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
ラジオ福島賞（1着）

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：06．1
1：06．1

不良
不良

59 プラチナムレイアー 牡4芦 57 西村 淳也岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド B486－ 21：08．7 11．9�
47 � メサテソーロ 牝5青鹿55 丹内 祐次了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 米 Clearsky
Farms B514－14 〃 ハナ 15．8�

510 コズミックランナー 牡5栗 57 斎藤 新�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 450－ 61：08．8クビ 56．9�
12 グランドストローク 牡5黒鹿57 武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 470－ 4 〃 ハナ 3．9�
24 ヒロノトウリョウ 牡6鹿 57 荻野 極小野 博郷氏 蛯名 利弘 新冠 新冠伊藤牧場 B500－161：09．01� 16．8	
816� キュウドウクン 牡6鹿 57 松岡 正海冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy

Stables, Inc. 476－ 41：09．1� 56．7

713 ゴーストレート 牡4青鹿57 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B492± 0 〃 クビ 7．0�
48 � ジェットマックス 牡5鹿 57 松本 大輝大野 照旺氏 森 秀行 米 C. Kidder

& N. Cole 520＋ 8 〃 アタマ 6．0�
36 テ オ ド ラ 牝4栗 55 亀田 温心�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B468－ 21：09．41	 21．1
35 
 エムオータイショウ 牡6鹿 57 鷲頭 虎太大浅 貢氏 千田 輝彦 日高 門別牧場 516＋ 21：09．61� 34．2�
611 ロングジャーニー 牝4栗 55 中井 裕二密山 根成氏 武市 康男 新冠 三村 卓也 464－ 8 〃 アタマ 24．6�
11 ロマンスマジック 牝8栗 55 勝浦 正樹�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 468＋ 61：09．7	 162．1�
815 メイショウエニシア 牝4青鹿55 古川 吉洋松本 好�氏 本田 優 新ひだか 小野 秀治 444＋ 21：09．8クビ 4．6�
23 ピュアブリス 牝4鹿 55 泉谷 楓真水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 B444－ 21：09．9	 40．8�
612 マ ヒ オ レ 牡4栗 57 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 坂口 智康 新冠 北星村田牧場 480－ 61：10．22 30．3�
714 キモンブラウン 牝4栗 55 嶋田 純次小林 祥晃氏 手塚 貴久 新冠 ヤマタケ牧場 B452－ 81：12．0大差 20．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，831，300円 複勝： 53，129，700円 枠連： 17，724，700円
馬連： 71，877，400円 馬単： 29，141，900円 ワイド： 68，128，500円
3連複： 120，546，900円 3連単： 125，409，200円 計： 523，789，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 410円 � 460円 � 1，330円 枠 連（4－5） 1，800円

馬 連 �� 5，150円 馬 単 �� 10，100円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 6，330円 �� 6，040円

3 連 複 ��� 71，240円 3 連 単 ��� 391，900円

票 数

単勝票数 計 378313 的中 � 25416（5番人気）
複勝票数 計 531297 的中 � 35897（5番人気）� 31731（6番人気）� 9634（13番人気）
枠連票数 計 177247 的中 （4－5） 7623（7番人気）
馬連票数 計 718774 的中 �� 10802（19番人気）
馬単票数 計 291419 的中 �� 2162（40番人気）
ワイド票数 計 681285 的中 �� 9542（21番人気）�� 2751（74番人気）�� 2883（73番人気）
3連複票数 計1205469 的中 ��� 1269（232番人気）
3連単票数 計1254092 的中 ��� 232（1278番人気）

ハロンタイム 9．4―10．9―11．1―11．8―12．3―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．3―31．4―43．2―55．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プラチナムレイアー �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．10．10 京都12着

2018．4．25生 牡4芦 母 スノークラフト 母母 スノースタイル 15戦3勝 賞金 37，245，000円
〔騎手変更〕 エムオータイショウ号の騎手藤井勘一郎は，第1日第8競走での落馬負傷のため鷲頭虎太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ジューンステータス号・テンテキセンセキ号
（非抽選馬） 7頭 カクシン号・サンキーウエスト号・スカリーワグ号・ドラゴンズバック号・ビートマジック号・ミキノバスドラム号・

モリノカワセミ号



10023 4月17日 晴 良 （4福島1） 第2日 第11競走 ��
��2，000�福 島 民 報 杯（Ｌ）

発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，3．4．17以降4．4．10まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

福島民報社長賞（1着）
賞 品

本 賞 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000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
1：57．3
1：56．1

良
良

59 アンティシペイト 牡5鹿 55 武藤 雅�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム B500－121：59．9 9．7�
12 シュヴァリエローズ 牡4鹿 55 荻野 極 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 454＋ 42：00．75 4．9�
11 プレシャスブルー 牡8鹿 55 勝浦 正樹石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 438－ 42：00．8クビ 16．3�
612 ワールドリバイバル 牡4鹿 54 菱田 裕二鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 天羽牧場 514－ 6 〃 アタマ 8．3�
510� ダブルシャープ 牡7鹿 56 丹内 祐次天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 490－ 82：00．9� 4．6	
23 ダノンマジェスティ 牡7鹿 55 松本 大輝�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486－ 62：01．11 23．7

47 バイオスパーク 牡7黒鹿57 中井 裕二宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 482－ 62：01．2� 15．4�
611 ラインベック 牡5黒鹿54 西村 淳也金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500± 02：01．83� 14．1�
714 ウインマイティー 牝5芦 53 斎藤 新�ウイン 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム B478－ 42：01．9クビ 21．2
713 ウインイクシード 牡8黒鹿56 松岡 正海�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 498± 02：02．43 7．0�
35 ランスオブプラーナ 牡6黒鹿53 泉谷 楓真五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 468－142：02．5� 164．8�
48 ウインアグライア 牝4鹿 51 秋山 稔樹�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム B478± 02：03．13� 29．6�
36 ゴーフォザサミット 	7黒鹿56 古川 吉洋山本 英俊氏 蛯名 正義 新ひだか 矢野牧場 B504－142：03．2クビ 60．7�
24 ジェネラーレウーノ 牡7青鹿55 黛 弘人 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 新生ファーム B514－ 4 〃 ハナ 48．0�
816 キメラヴェリテ 牡5黒鹿53 亀田 温心加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 530－162：05．4大差 73．9�
815 レッドライデン 牡5青鹿54 丸山 元気 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 496－ 42：07．6大差 10．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，091，500円 複勝： 107，889，100円 枠連： 48，353，000円
馬連： 218，733，300円 馬単： 68，794，600円 ワイド： 156，661，900円
3連複： 367，086，000円 3連単： 354，055，100円 計： 1，393，664，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 310円 � 230円 � 370円 枠 連（1－5） 800円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 2，210円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 12，530円 3 連 単 ��� 56，910円

票 数

単勝票数 計 720915 的中 � 59356（5番人気）
複勝票数 計1078891 的中 � 87394（5番人気）� 137121（3番人気）� 70899（7番人気）
枠連票数 計 483530 的中 （1－5） 46684（1番人気）
馬連票数 計2187333 的中 �� 57259（8番人気）
馬単票数 計 687946 的中 �� 9586（15番人気）
ワイド票数 計1566619 的中 �� 40739（6番人気）�� 17783（33番人気）�� 37838（8番人気）
3連複票数 計3670860 的中 ��� 21957（44番人気）
3連単票数 計3540551 的中 ��� 4510（171番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―10．8―12．1―12．4―12．6―12．6―12．5―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
11．8―22．4―33．2―45．3―57．7―1：10．3―1：22．9―1：35．4―1：47．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

アンティシペイト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．8．18 札幌2着

2017．3．26生 牡5鹿 母 アンチュラス 母母 ア ン チ ョ 16戦5勝 賞金 105，713，000円
〔騎手変更〕 シュヴァリエローズ号の騎手藤井勘一郎は，第1日第8競走での落馬負傷のため荻野極に変更。
〔制裁〕 ダノンマジェスティ号の騎手松本大輝は，3コーナー通過後の御法（内柵に接触した）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キメラヴェリテ号・レッドライデン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月

17日まで平地競走に出走できない。

10024 4月17日 晴 良 （4福島1） 第2日 第12競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走16時00分 （芝・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．0

良
良

24 � ハッピーペコ 牝5栗 55
52 ▲西塚 洸二 �ローレルレーシング 鈴木 伸尋 新冠 ハクツ牧場 412± 01：10．5 85．2�

611� ホウオウエンジェル 牝5鹿 55
54 ☆亀田 温心小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 472± 01：10．71� 9．0�

11 ネオレインボウ �6鹿 57 丸山 元気西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 474－101：10．8� 8．6�
35 � テンジュイン 牝5鹿 55

54 ☆泉谷 楓真中村 政夫氏 千田 輝彦 日高 新井 昭二 460＋ 4 〃 アタマ 11．9�
612� タツオウカケンラン 牝5青鹿55 斎藤 新鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか 畠山牧場 446－101：11．0� 12．0�
714 ラ ナ キ ラ 牝4鹿 55 荻野 極�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 21：11．1� 2．4	
510 ア ヴ ァ ノ ス �4鹿 57 杉原 誠人吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 454－ 61：11．2� 29．7

12 スペシャリティ 牝4青鹿 55

52 ▲横山 琉人中村 智幸氏 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 416－ 81：11．3クビ 101．2�
59 � スターライトキス 牝7栗 55 松岡 正海岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 506－ 81：11．4� 54．3�
47 フロスティクォーツ 牡4黒鹿 57

54 ▲原 優介ライオンレースホース� 加藤 和宏 浦河 高昭牧場 472＋ 4 〃 ハナ 12．4
23 � ソルフィネット 牝4鹿 55 菊沢 一樹水上ふじ子氏 土田 稔 浦河 笠松牧場 430－ 2 〃 クビ 179．0�
48 � オールマイフレンズ 牝4青鹿55 丹内 祐次松田 整二氏 新開 幸一 浦河 富塚ファーム 444± 01：11．71� 106．8�
713� リ ツ ィ タ ル 牝4栗 55

52 ▲西谷 凜永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 404－111：12．23 53．7�
36 デイトンウェイ 牡4栗 57

54 ▲角田 大和 �シルクレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム B508± 01：12．3� 15．6�
816 アメージングサン �5鹿 57 原田 和真 �ローレルレーシング 奥村 武 新冠 村田牧場 460－141：12．72� 52．3�
815� メイショウコホク 牡5鹿 57

55 ◇藤田菜七子松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 B510－ 41：12．91� 5．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 66，042，500円 複勝： 75，480，500円 枠連： 28，584，000円
馬連： 108，512，900円 馬単： 45，669，200円 ワイド： 96，486，300円
3連複： 180，635，400円 3連単： 205，626，400円 計： 807，037，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，520円 複 勝 � 1，730円 � 250円 � 280円 枠 連（2－6） 11，920円

馬 連 �� 31，290円 馬 単 �� 91，090円

ワ イ ド �� 7，410円 �� 5，290円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 61，240円 3 連 単 ��� 639，820円

票 数

単勝票数 計 660425 的中 � 6194（13番人気）
複勝票数 計 754805 的中 � 9364（14番人気）� 88958（3番人気）� 75393（4番人気）
枠連票数 計 285840 的中 （2－6） 1858（27番人気）
馬連票数 計1085129 的中 �� 2687（69番人気）
馬単票数 計 456692 的中 �� 376（157番人気）
ワイド票数 計 964863 的中 �� 3305（69番人気）�� 4644（50番人気）�� 18631（19番人気）
3連複票数 計1806354 的中 ��� 2212（180番人気）
3連単票数 計2056264 的中 ��� 233（1460番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．4―11．8―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―34．7―46．5―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハッピーペコ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 トウカイテイオー

2017．3．11生 牝5栗 母 ポ ポ チ ャ ン 母母 ア ト ラ ク ト 10戦1勝 賞金 10，210，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 オールマイフレンズ号の騎手小林脩斗は，第1日第8競走での落馬負傷のため丹内祐次に変更。
〔発走状況〕 メイショウコホク号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アセンダント号
（非抽選馬） 1頭 ラピカズマ号

３レース目



（4福島1）第2日 4月17日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

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

211，870，000円
5，620，000円
19，840，000円
1，660，000円
25，400，000円
79，476，000円
6，598，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
408，828，100円
560，140，700円
179，458，900円
749，188，800円
304，126，200円
676，749，400円
1，255，322，700円
1，338，507，700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 5，472，322，500円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第 1回福島競馬第 2日は，お客様エリアの復旧工事のため，無観客で開催を実施した。
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