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10037 4月24日 晴 良 （4福島1） 第4日 第1競走 1，700�3歳未勝利
発走9時50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

35 ダノンマジック 牡3黒鹿56 菱田 裕二�ダノックス 田中 博康 日高 白井牧場 B442＋ 81：48．1 9．4�
712 エ ス テ ラ 牡3青鹿56 斎藤 新前田 晋二氏 萩原 清 浦河 高昭牧場 498± 01：48．2� 8．8�
713 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± 01：48．51� 15．1�
47 ローズピリオド 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 21：48．81� 19．7�
22 クリノミニスター 牡3鹿 56 城戸 義政栗本 守氏 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 456－ 61：48．9� 5．5	
34 チュウワエース 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 琉人中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 順一 B462－ 8 〃 クビ 2．1

58 ヒロシゲアトム 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和�ウエストヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 岡田牧場 B490 ―1：49．85 23．3�
814 ストロングフォース 牡3黒鹿56 丸山 元気犬塚悠治郎氏 根本 康広 新冠 竹中牧場 486－ 61：50．11� 37．9�
11 アンタゴニスタ 牡3栗 56

55 ☆亀田 温心畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 富塚ファーム 496－ 2 〃 アタマ 20．9
23 サラダダイエット 牝3青鹿54 中井 裕二吉田 千津氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 450－ 2 〃 クビ 13．1�
815 ピエナカイト 牡3鹿 56 太宰 啓介本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 506－101：50．2クビ 188．0�
59 サンライズモストロ 牡3栗 56 川又 賢治松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 520＋ 81：50．41� 22．1�
611 フェアレーター 牡3鹿 56 西村 淳也草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 坂本 智広 448± 01：50．5� 198．3�
610 キーシーズン 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ北前孔一郎氏 杉山 佳明 新冠 中本牧場 398± 01：52．110 394．4�
46 パーフェクトボディ 牡3栗 56

55 ☆泉谷 楓真山下 良子氏 橋田 満 新ひだか 福岡 駿弥 480－ 61：52．63 63．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，322，100円 複勝： 47，790，600円 枠連： 10，749，000円
馬連： 46，880，100円 馬単： 22，492，200円 ワイド： 50，926，000円
3連複： 82，661，000円 3連単： 83，924，800円 計： 375，745，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 300円 � 220円 � 440円 枠 連（3－7） 430円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 5，750円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，600円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 12，060円 3 連 単 ��� 63，110円

票 数

単勝票数 計 303221 的中 � 25555（4番人気）
複勝票数 計 477906 的中 � 41241（4番人気）� 62695（2番人気）� 25427（5番人気）
枠連票数 計 107490 的中 （3－7） 19252（1番人気）
馬連票数 計 468801 的中 �� 11970（12番人気）
馬単票数 計 224922 的中 �� 2930（22番人気）
ワイド票数 計 509260 的中 �� 13494（10番人気）�� 8068（19番人気）�� 10140（15番人気）
3連複票数 計 826610 的中 ��� 5138（36番人気）
3連単票数 計 839248 的中 ��� 964（195番人気）

ハロンタイム 7．0―11．7―11．9―13．2―13．2―12．6―12．7―12．7―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．7―30．6―43．8―57．0―1：09．6―1：22．3―1：35．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンマジック �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 Shamardal デビュー 2021．10．9 東京5着

2019．4．12生 牡3黒鹿 母 ダノンボンジュール 母母 ラ ウ ン デ ル 6戦1勝 賞金 7，980，000円

10038 4月24日 晴 良 （4福島1） 第4日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時20分 （芝・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
1：45．3
1：43．8

良
良

48 メモリーサボアール 牝3鹿 54
51 ▲角田 大和�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 谷川牧場 490－ 61：49．5 2．9�

35 ナイルプロジェクト 牝3鹿 54
53 ☆亀田 温心中村 智幸氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム B442＋ 61：49．6� 43．0�

11 チムドンドン 牝3鹿 54
53 ☆泉谷 楓真瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 436－ 41：49．81� 32．6�

47 シ エ ル 牝3鹿 54 斎藤 新増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：49．9� 4．0�
611 クインズコスモス 牝3栗 54

53 ☆秋山 稔樹 �ケイアイスタリオン 加藤士津八 新ひだか 松田牧場 434± 01：50．11� 8．2	
12 ホーリーウェル 牝3栗 54

51 ▲鷲頭 虎太�G1レーシング 藤原 英昭 安平 追分ファーム 392－ 61：50．2� 31．8

510 ファミリークレスト 牝3黒鹿54 丸山 元気吉田 和美氏 和田 勇介 安平 ノーザンファーム 426± 01：50．3� 21．6�
713 ユ キ ア カ リ 牝3芦 54 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 浦河 辻 牧場 438＋ 2 〃 クビ 8．2�
815 ファムスパーブ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人�G1レーシング 栗田 徹 安平 追分ファーム 458－ 21：50．51� 4．8
36 イズジョーメロディ 牝3栗 54

52 △松本 大輝泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 400－ 61：50．71� 31．8�
816 トランペットマーチ 牝3黒鹿54 中井 裕二吉田 千津氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 518＋ 21：50．8� 63．4�
24 メイショウホオベニ 牝3青鹿54 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 448＋ 21：51．11� 48．2�
612 ミヤビピオニー 牝3栗 54

51 ▲西塚 洸二村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 高橋 修 506 ―1：51．2� 193．4�
23 シエリナロッジ 牝3鹿 54 柴山 雄一小林 弘明氏 青木 孝文 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 464－ 21：51．3� 241．6�
714 シャンブレー 牝3芦 54 荻野 極栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 434－ 21：51．62 346．7�
59 ヴェルデヴェント 牝3芦 54 菊沢 一樹井手 慶祐氏 鈴木慎太郎 日高 スマイルファーム 442＋ 41：52．02� 186．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，788，200円 複勝： 37，332，400円 枠連： 10，966，300円
馬連： 40，317，100円 馬単： 19，242，200円 ワイド： 40，687，000円
3連複： 67，174，300円 3連単： 67，223，800円 計： 309，731，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 190円 � 1，530円 � 670円 枠 連（3－4） 2，020円

馬 連 �� 11，500円 馬 単 �� 14，140円

ワ イ ド �� 3，920円 �� 1，470円 �� 14，910円

3 連 複 ��� 59，200円 3 連 単 ��� 214，700円

票 数

単勝票数 計 267882 的中 � 71902（1番人気）
複勝票数 計 373324 的中 � 67436（2番人気）� 5267（12番人気）� 12989（7番人気）
枠連票数 計 109663 的中 （3－4） 4199（8番人気）
馬連票数 計 403171 的中 �� 2715（33番人気）
馬単票数 計 192422 的中 �� 1020（43番人気）
ワイド票数 計 406870 的中 �� 2663（37番人気）�� 7331（14番人気）�� 690（72番人気）
3連複票数 計 671743 的中 ��� 851（127番人気）
3連単票数 計 672238 的中 ��� 227（514番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．7―12．7―12．3―12．0―12．0―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．2―48．9―1：01．2―1：13．2―1：25．2―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メモリーサボアール �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．12．19 中京2着

2019．2．12生 牝3鹿 母 メモリービジュアル 母母 シルカズギフト 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔制裁〕 ホーリーウェル号の騎手鷲頭虎太は，4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：7番・15番）

第１回 福島競馬 第４日



10039 4月24日 晴 良 （4福島1） 第4日 第3競走 1，700�3歳未勝利
発走10時50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

34 ナムラダイゴロー 牡3黒鹿56 城戸 義政奈村 睦弘氏 荒川 義之 日高 ナカノファーム 440± 01：47．3 3．4�
46 シゲルツキミザケ 牡3黒鹿 56

54 △松本 大輝森中 蕃氏 谷 潔 様似 猿倉牧場 462＋ 61：47．83 18．7�
712 ヘ キ ク ウ 牡3芦 56

53 ▲西塚 洸二 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新ひだか サカイファーム 520＋ 41：47．9クビ 30．9�
610 ヒノデテイオー 牡3栗 56 斎藤 新松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 440± 0 〃 ハナ 3．9�
611 サクラトップラン 牝3鹿 54 菱田 裕二�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 430－ 61：48．43 8．7	
713 ヤサカシュエット 牝3栗 54 武藤 雅志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 470＋101：48．71� 114．5

11 ディーノエナジー 牡3鹿 56

53 ▲大久保友雅坂本 守孝氏 清水 久詞 浦河 丸村村下
ファーム 490± 01：49．02 16．7�

23 ポンテドラーゴ 牡3黒鹿56 荻野 極吉橋 厚司氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 500－10 〃 ハナ 250．5�
58 マックロイド 牝3栗 54

51 ▲土田 真翔芳賀 滿男氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 462－141：49．31� 175．3
815 ソルトグリーン �3鹿 56 太宰 啓介杉浦 敏夫氏 武 英智 千歳 社台ファーム B494－ 81：50．04 104．1�
35 マーゴットワーズ 牡3青 56

53 ▲角田 大和前田 良平氏 小林 真也 浦河 高昭牧場 460－ 41：50．74 11．3�
814 レアリアルノーヴ 牝3黒鹿54 松岡 正海西田 順彦氏 伊藤 伸一 浦河 藤春 修二 B458－ 21：51．02 393．7�
59 ホ ー ネ ッ ト 牡3栗 56

53 ▲佐々木大輔�木村牧場 石毛 善彦 日高 戸川牧場 424－ 21：51．32 486．3�
22 ミラキュラスライト 牡3青 56

53 ▲横山 琉人�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 81：51．4クビ 3．3�

47 リュウノイチモンジ 牡3栗 56
55 ☆亀田 温心二口 雅一氏 牧田 和弥 新ひだか サカイファーム B468－101：52．04 34．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，759，400円 複勝： 40，197，200円 枠連： 9，872，100円
馬連： 43，454，800円 馬単： 19，192，500円 ワイド： 46，731，000円
3連複： 67，875，000円 3連単： 71，672，400円 計： 329，754，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 640円 � 570円 枠 連（3－4） 1，430円

馬 連 �� 3，970円 馬 単 �� 7，000円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 1，670円 �� 7，070円

3 連 複 ��� 25，930円 3 連 単 ��� 117，030円

票 数

単勝票数 計 307594 的中 � 71689（2番人気）
複勝票数 計 401972 的中 � 94414（1番人気）� 13293（9番人気）� 14995（8番人気）
枠連票数 計 98721 的中 （3－4） 5347（4番人気）
馬連票数 計 434548 的中 �� 8462（13番人気）
馬単票数 計 191925 的中 �� 2056（26番人気）
ワイド票数 計 467310 的中 �� 8341（14番人気）�� 7294（19番人気）�� 1661（43番人気）
3連複票数 計 678750 的中 ��� 1963（68番人気）
3連単票数 計 716724 的中 ��� 444（325番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―11．5―12．6―13．2―12．9―13．2―12．8―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．5―42．1―55．3―1：08．2―1：21．4―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．1
1
3
・（2，12）4，1，7（5，13）－11（6，10，15）－9－8，14－3・（12，4）11（2，13）（10，15）（1，6）－7，9（5，14）8－3

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

勝馬の
紹 介

ナムラダイゴロー �
�
父 シビルウォー �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2021．10．30 阪神5着

2019．3．2生 牡3黒鹿 母 ナムラココロ 母母 ネクストタイム 8戦1勝 賞金 14，680，000円
〔騎手変更〕 シゲルツキミザケ号の騎手西谷凜は，騎乗停止のため松本大輝に変更。
〔3走成績による出走制限〕 マックロイド号・レアリアルノーヴ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月24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 エグモント号・タイセイストラーダ号・フィアーミー号

10040 4月24日 晴 良 （4福島1） 第4日 第4競走 2，750�障害4歳以上未勝利
発走11時20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

22 ヴァーダイト 牡5黒鹿 60
57 ▲小牧加矢太 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494± 02：59．9 8．3�

34 エイムアンドエンド 牡7鹿 60 伴 啓太 �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 504－103：00．11 4．7�
33 メイショウユウスイ 牡4鹿 59 西谷 誠松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 452－ 63：00．2� 2．6�
814 テイエムタツマキ 牡4青鹿59 黒岩 悠竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 三木田牧場 496± 03：01．58 6．3�
711 アームストロング 牡4黒鹿59 草野 太郎塩田 清氏 南田美知雄 日高 浜本 幸雄 498＋ 23：03．210 26．5�
69 � オノーレペスカ 牝6青 58 大庭 和弥三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 B438＋ 63：03．52 71．9	
58 シャイニーズラン 牡5鹿 60 植野 貴也田畑 利彦氏 森田 直行 日高 浜本牧場 462－ 63：03．92� 78．6

46 マリスドランジュ 牝5黒鹿58 中村 将之�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 458＋ 63：04．96 8．7�
45 ケ ル ト 牡4栗 59 蓑島 靖典小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 466＋ 2 〃 アタマ 191．7
11 アトラスエース 牡4鹿 59 上野 翔柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 新ひだか 桑嶋 峰雄 498＋ 83：06．38 260．0�
813 ナ ギ サ 牝4鹿 57 森 一馬本間 茂氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 486－ 43：06．51� 8．5�
610 タガノキングロード 牡5黒鹿60 平沢 健治八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488－ 83：08．210 45．6�
712� テーオールノワール �4黒鹿59 難波 剛健小笹 公也氏 梅田 智之 新冠 村田牧場 494－ 43：09．05 295．9�
57 オンザウェイ 牡6栗 60 五十嵐雄祐久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 530－16 （競走中止） 16．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，900，400円 複勝： 30，963，500円 枠連： 11，174，800円
馬連： 34，749，500円 馬単： 16，820，300円 ワイド： 30，416，200円
3連複： 66，906，400円 3連単： 70，609，900円 計： 286，541，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 200円 � 140円 � 140円 枠 連（2－3） 930円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 770円 �� 610円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 10，440円

票 数

単勝票数 計 249004 的中 � 23839（4番人気）
複勝票数 計 309635 的中 � 33105（4番人気）� 59794（2番人気）� 65438（1番人気）
枠連票数 計 111748 的中 （2－3） 9274（4番人気）
馬連票数 計 347495 的中 �� 12302（8番人気）
馬単票数 計 168203 的中 �� 3342（13番人気）
ワイド票数 計 304162 的中 �� 9201（9番人気）�� 11907（6番人気）�� 36098（1番人気）
3連複票数 計 669064 的中 ��� 31421（2番人気）
3連単票数 計 706099 的中 ��� 4899（19番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 52．5－3F 39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァーダイト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2019．12．15 阪神1着

2017．2．18生 牡5黒鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 障害：1戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 オンザウェイ号は，4号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ナギサ号の騎手森一馬は，1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：10番）

テイエムタツマキ号の騎手黒岩悠は，1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：11番）
エイムアンドエンド号の騎手伴啓太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：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。
（非当選馬） 2頭 コルドゥーン号・ダイワセントライト号



10041 4月24日 晴 良 （4福島1） 第4日 第5競走 1，200�3歳未勝利
発走12時10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

48 ニューノーマル 牝3鹿 54 菱田 裕二フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 452＋ 81：10．4 1．8�
816 セキテイホノオー 牡3芦 56 武藤 雅杉山 元洋氏 高木 登 新ひだか ウエスタンファーム 448＋ 21：10．93 9．8�
36 ホワイトレッグス 牡3栗 56

53 ▲原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 428－ 8 〃 ハナ 86．2�
11 エスティメート 牡3栗 56 松岡 正海�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 猿橋 義昭 452＋ 41：11．11� 87．9�
59 キ ル ス テ ン 牝3黒鹿54 西村 淳也橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 谷川牧場 460＋101：11．31� 5．4�
713 ジャジャカバージョ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 シンボリ牧場 454－101：11．4クビ 19．5	
12 ライヴトパーズ 牝3鹿 54

51 ▲土田 真翔澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 原口牧場 410＋ 21：11．72 33．5

23 イ ダ マ ン テ 牡3鹿 56 斎藤 新 KAJIMOTOホー

ルディングス� 中村 直也 新ひだか 真歌田中牧場 456＋ 2 〃 クビ 5．9�
47 グランパドゥシャ 牝3鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 小西 一男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－ 41：12．12� 8．9
815 ヴァルサーガ 牝3栗 54

51 ▲大久保友雅杉山 忠国氏 西園 正都 新ひだか 明治牧場 392－ 61：12．3� 37．9�
611 レディビートル 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 400± 01：12．4� 345．7�
714 アースアワー 牝3栗 54

51 ▲角田 大和ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 406－ 41：12．5� 126．3�

35 ラ ブ テ ィ ー 牝3青鹿 54
51 ▲佐々木大輔増田 陽一氏 和田 雄二 日高 奥山 博 432＋ 61：12．71� 225．6�

510 キタノシェクール 牝3栗 54 木幡 育也北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 松田牧場 430－10 〃 アタマ 364．0�
24 フロストクリスタル 牝3芦 54 城戸 義政田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 436＋101：12．8クビ 338．4�
612 フェルンポルク 牝3鹿 54 柴山 雄一ディアレストクラブ� 清水 英克 浦河 ディアレスト

クラブ 374 ―1：13．75 210．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，262，400円 複勝： 37，934，100円 枠連： 10，345，400円
馬連： 40，584，000円 馬単： 24，549，800円 ワイド： 42，225，900円
3連複： 70，646，200円 3連単： 95，342，800円 計： 349，890，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 210円 � 870円 枠 連（4－8） 610円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，480円 �� 4，480円

3 連 複 ��� 8，840円 3 連 単 ��� 23，730円

票 数

単勝票数 計 282624 的中 � 120016（1番人気）
複勝票数 計 379341 的中 � 131235（1番人気）� 39389（4番人気）� 6782（9番人気）
枠連票数 計 103454 的中 （4－8） 12956（3番人気）
馬連票数 計 405840 的中 �� 36092（3番人気）
馬単票数 計 245498 的中 �� 16334（4番人気）
ワイド票数 計 422259 的中 �� 34431（3番人気）�� 6949（18番人気）�� 2221（36番人気）
3連複票数 計 706462 的中 ��� 5991（25番人気）
3連単票数 計 953428 的中 ��� 2912（74番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．3―12．2―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．7―46．9―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．7
3 16，2（14，8）1（5，7，9）（6，3，13）15－12（4，11）－10 4 16（2，8）－1（14，7，9）（6，5，13）3－（11，15）－12（4，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ニューノーマル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Scat Daddy デビュー 2021．12．26 阪神2着

2019．4．10生 牝3鹿 母 ティールグリーン 母母 Lightning Pace 4戦1勝 賞金 9，300，000円
〔発走状況〕 レディビートル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 レディビートル号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェルンポルク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月24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） 3頭 ザナイトカフェ号・ダグザ号・ナザレ号
（非抽選馬） 3頭 タマモサウルス号・トゥワイス号・ワンリオン号

10042 4月24日 晴 良 （4福島1） 第4日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12時40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
1：57．3
1：56．1

良
良

59 エグランタイン 牝3黒鹿54 小崎 綾也�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社
ノースヒルズ 430＋ 82：01．3 49．7�

35 グランドゴールド 牡3栗 56 丸山 元気田畑 利彦氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 442＋ 2 〃 ハナ 21．2�
714 コスモフロイデ 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 折手牧場 462－ 2 〃 アタマ 3．6�
36 カルチェリノイオリ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹海谷 幸司氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 428± 02：01．61� 23．7�
12 バレエマスター 牡3鹿 56

53 ▲原 優介吉田 照哉氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 468＋ 22：01．7� 17．2	
713 エンドロール 牡3黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 458－ 42：01．8クビ 36．8

612 ス タ ロ ー ン 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和大野 照旺氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 466－ 82：01．9� 23．5�
11 ブローザホーン 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 406－122：02．0� 4．5�
611 カルトゥーシュ 牡3鹿 56 西村 淳也 �シルクレーシング 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 B470－ 42：02．21� 10．0
816 ボルダーズビーチ 牝3鹿 54

52 △松本 大輝 �シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 448± 02：02．41� 18．2�
815 マイネルユヌスール 牡3青鹿 56

55 ☆泉谷 楓真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 42：02．61� 24．8�
48 ケ イ カ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ桂土地� 庄野 靖志 新ひだか 山際セントラルスタッド 448＋ 42：03．45 25．6�
23 チェリーオントップ 牝3青鹿54 斎藤 新吉田ひとみ氏 友道 康夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 446± 02：03．5クビ 7．0�
24 オウケンムーンアイ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人福井 明氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 422－142：03．6� 11．6�
510 テーオートルネード 牡3黒鹿56 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 490＋ 62：05．310 51．2�
47 エコロガナドール 牡3鹿 56 嶋田 純次原村 正紀氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B438± 0 〃 クビ 29．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，552，200円 複勝： 44，271，900円 枠連： 11，223，600円
馬連： 38，812，500円 馬単： 16，833，300円 ワイド： 43，669，100円
3連複： 69，519，800円 3連単： 66，057，000円 計： 316，939，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，970円 複 勝 � 1，640円 � 640円 � 180円 枠 連（3－5） 9，160円

馬 連 �� 28，240円 馬 単 �� 63，760円

ワ イ ド �� 7，720円 �� 3，720円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 55，880円 3 連 単 ��� 420，090円

票 数

単勝票数 計 265522 的中 � 4269（15番人気）
複勝票数 計 442719 的中 � 5783（16番人気）� 15871（11番人気）� 82545（1番人気）
枠連票数 計 112236 的中 （3－5） 949（29番人気）
馬連票数 計 388125 的中 �� 1065（92番人気）
馬単票数 計 168333 的中 �� 198（187番人気）
ワイド票数 計 436691 的中 �� 1442（90番人気）�� 3026（45番人気）�� 5219（25番人気）
3連複票数 計 695198 的中 ��� 933（206番人気）
3連単票数 計 660570 的中 ��� 114（1432番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．1―13．0―12．8―12．7―12．4―12．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．0―34．1―47．1―59．9―1：12．6―1：25．0―1：37．5―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エグランタイン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2021．10．31 阪神10着

2019．4．6生 牝3黒鹿 母 ラ ト ナ プ ラ 母母 Bon Jovi Girl 5戦1勝 賞金 5，200，000円
〔制裁〕 ボルダーズビーチ号の騎手松本大輝は，4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：4番・15番・3

番・13番・10番）
〔その他〕 テーオートルネード号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 テーオートルネード号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年6月24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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アップフルーク号



10043 4月24日 曇 良 （4福島1） 第4日 第7競走 1，150�4歳以上1勝クラス
発走13時10分 （ダート・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
1：06．1
1：06．1

不良
不良

812� チャーミングアクト 牝5鹿 55
51 ★永島まなみ橋本 浩氏 飯田 雄三 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 21：09．5 6．0�
56 バーニングソウル 牝5芦 55 菱田 裕二服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 428＋ 81：09．81� 9．0�
79 プリティインピンク 牝4黒鹿 55

52 ▲原 優介新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 432＋ 6 〃 アタマ 9．1�
11 サイモンルピナス 牝4黒鹿 55

54 ☆亀田 温心澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 B432－ 61：10．11� 5．3�
33 メイショウアゴニカ 牝5鹿 55 丸山 元気松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 504－ 21：10．2� 67．7�
44 アテンフェアリー 牝6黒鹿 55

52 ▲西塚 洸二齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 472－101：10．3� 100．6�
68 � メイショウワダマ 牝5栗 55

52 ▲角田 大和松本 好雄氏 石橋 守 浦河 絵笛牧場 456± 01：10．4� 15．5	
55 フェスティヴノンノ 牝4栗 55

53 △松本 大輝臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 454－ 61：10．5クビ 66．2

710 アジアノジュンシン 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子植村 仁氏 奥村 武 日高 門別 敏朗 470－ 4 〃 クビ 4．4�
67 � アイファーラクーン 牝4鹿 55

52 ▲水沼 元輝中島 稔氏 根本 康広 日高 株式会社
アースファーム 424＋ 21：10．81� 288．4�

22 � シーロンシャン 牝4黒鹿 55
52 ▲横山 琉人 ロードホースクラブ 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 474－ 8 〃 アタマ 3．0�

811� ジューンサクラ 牝4黒鹿55 城戸 義政吉川 潤氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 424－201：11．54 41．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 25，962，900円 複勝： 35，173，600円 枠連： 7，975，200円
馬連： 36，299，600円 馬単： 18，535，500円 ワイド： 33，483，800円
3連複： 54，564，200円 3連単： 75，544，300円 計： 287，539，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 260円 � 250円 枠 連（5－8） 2，750円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 6，660円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 940円 �� 940円

3 連 複 ��� 11，390円 3 連 単 ��� 40，240円

票 数

単勝票数 計 259629 的中 � 34086（4番人気）
複勝票数 計 351736 的中 � 46743（4番人気）� 34141（6番人気）� 36391（5番人気）
枠連票数 計 79752 的中 （5－8） 2247（12番人気）
馬連票数 計 362996 的中 �� 6866（18番人気）
馬単票数 計 185355 的中 �� 2085（30番人気）
ワイド票数 計 334838 的中 �� 6859（20番人気）�� 9230（14番人気）�� 9179（15番人気）
3連複票数 計 545642 的中 ��� 3592（41番人気）
3連単票数 計 755443 的中 ��� 1361（156番人気）

ハロンタイム 9．5―11．1―11．3―12．2―12．6―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．6―31．9―44．1―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�チャーミングアクト �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 End Sweep

2017．3．18生 牝5鹿 母 アルーリングアクト 母母 チャーミングファピアノ 10戦1勝 賞金 14，800，000円
初出走 JRA

10044 4月24日 曇 良 （4福島1） 第4日 第8競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （ダート・右）

若手騎手；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

712 カラレーション 牝4黒鹿55 西村 淳也 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 416－ 41：46．1 4．6�
35 ハイエストポイント 牡4青鹿 57

54 ▲角田 大和�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450－ 41：46．73� 2．3�

22 サクセスエース 牡4栗 57
54 ▲佐々木大輔鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 B496＋ 6 〃 ハナ 37．4�

47 リ ヴ ウ ェ ル 牡4黒鹿 57
56 ☆秋山 稔樹西森 功氏 深山 雅史 浦河 市正牧場 496± 01：46．91� 101．1�

11 ゴ ム マ リ 牝7黒鹿 55
52 ▲原 優介田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 488－101：47．11� 120．6	

23 パレドジュスティス 牝4芦 55 菊沢 一樹 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 454－141：47．2クビ 28．7

713 サトノスライヴ 牡5黒鹿 57

56 ☆泉谷 楓真 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 524＋161：47．3� 6．0�
34 � メイショウカリスマ 牡5黒鹿 57

54 ▲鷲頭 虎太松本 和子氏 高橋 亮 青森 諏訪牧場 B512－ 6 〃 ハナ 34．7�
610 チアフルローズ 牝6青鹿55 武藤 雅ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 480＋ 4 〃 ハナ 78．6
611� ブロッコリー 牡7鹿 57

55 ◇藤田菜七子嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 492－ 21：47．51� 12．7�
59 ナリノペッパー 牡4芦 57

54 ▲水沼 元輝成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 480－ 81：47．71� 70．0�
46 コンテナジュニア 牡4黒鹿57 斎藤 新住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 530＋141：48．23 19．3�
58 キアヌマウナ 牝4鹿 55 荻野 極�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 496－ 21：48．3� 23．9�
815 ミ ル ト ボ ス 牡4鹿 57

56 ☆亀田 温心永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 有限会社石川牧場 510＋261：48．51� 13．3�
814 オーホンブリック 牡4鹿 57

55 △松本 大輝�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ B506－ 81：50．8大差 14．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，250，300円 複勝： 35，749，400円 枠連： 11，241，300円
馬連： 39，013，500円 馬単： 17，246，900円 ワイド： 41，199，600円
3連複： 64，758，800円 3連単： 71，094，600円 計： 306，554，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 150円 � 660円 枠 連（3－7） 320円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，870円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 6，790円 3 連 単 ��� 28，820円

票 数

単勝票数 計 262503 的中 � 44897（2番人気）
複勝票数 計 357494 的中 � 63986（2番人気）� 73854（1番人気）� 9567（11番人気）
枠連票数 計 112413 的中 （3－7） 27208（1番人気）
馬連票数 計 390135 的中 �� 44817（1番人気）
馬単票数 計 172469 的中 �� 8383（3番人気）
ワイド票数 計 411996 的中 �� 40697（1番人気）�� 3344（33番人気）�� 6216（18番人気）
3連複票数 計 647588 的中 ��� 7153（20番人気）
3連単票数 計 710946 的中 ��� 1788（77番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―11．3―12．3―12．7―13．1―13．2―12．8―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．1―29．4―41．7―54．4―1：07．5―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4F51．7―3F38．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

カラレーション �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．10．3 中京3着

2018．3．19生 牝4黒鹿 母 カラフルブラッサム 母母 トロピカルブラッサム 12戦1勝 賞金 17，280，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔騎手変更〕 サトノスライヴ号の騎手西谷凜は，騎乗停止のため泉谷楓真に変更。



10045 4月24日 曇 良 （4福島1） 第4日 第9競走 ��
��1，200�

ゆき

雪 う さ ぎ 賞
発走14時15分 （芝・右）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

福島ロータリークラブ会長賞（1着）
賞 品

本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．0

良
良

35 ウインモナーク 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 484± 01：09．9 3．6�
47 � グランアプロウソ 牡3黒鹿56 角田 大和前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited 478＋ 21：10．21� 5．8�
713 バーニングアイズ 牝3黒鹿54 泉谷 楓真岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 笹島 智則 412－10 〃 クビ 56．6�
714 セリノーフォス 牝3鹿 54 荻野 極 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 ハナ 4．7�
611 ア リ シ ア ン 牝3鹿 54 斎藤 新広尾レース� 加藤 征弘 新ひだか 木村 秀則 492＋ 8 〃 ハナ 5．1	
48 ブランデーロック 牡3栗 56 原 優介新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 462－ 6 〃 クビ 7．0

11 アイムファイン 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 奥平 雅士 日高 門別山際牧場 398－ 21：10．3クビ 126．4�
36 ショウナンナウシカ 牝3鹿 54 秋山 稔樹国本 哲秀氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 460＋ 61：10．4	 26．9�
23 ローズブルーム 牝3栗 54 黛 弘人�ミルファーム 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 440－ 61：10．5� 169．2
24 ホワイトターフ 牝3芦 54 松本 大輝 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 4 〃 ハナ 37．8�
59 サンダビューク 牡3黒鹿56 中井 裕二 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 浦河 村下 清志 462－12 〃 クビ 53．1�
816 タッカーシルバー 牝3黒鹿54 武藤 雅小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新冠 的場牧場 452－ 81：10．6	 14．9�
510 オーロベルディ 牝3鹿 54 柴山 雄一ロイヤルパーク 池添 兼雄 新ひだか 仲野牧場 468－ 8 〃 クビ 112．6�
612 グランデレジーナ 牝3鹿 54 古川 吉洋 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438± 01：10．81
 26．6�
12 � キテヤエヒメ 牝3青鹿54 亀田 温心山口 春夫氏 伊坂 重信 新冠 柏木 一則 406－101：10．9	 217．2�
815 ニホンピロポート 牝3鹿 54 西村 淳也小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 432－ 21：12．49 45．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，611，400円 複勝： 62，916，000円 枠連： 14，941，900円
馬連： 65，854，800円 馬単： 28，643，500円 ワイド： 66，308，000円
3連複： 109，255，700円 3連単： 110，235，900円 計： 499，767，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 250円 � 1，360円 枠 連（3－4） 680円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 680円 �� 3，130円 �� 6，410円

3 連 複 ��� 27，140円 3 連 単 ��� 93，580円

票 数

単勝票数 計 416114 的中 � 92459（1番人気）
複勝票数 計 629160 的中 � 120153（1番人気）� 65242（5番人気）� 9051（12番人気）
枠連票数 計 149419 的中 （3－4） 16883（1番人気）
馬連票数 計 658548 的中 �� 36380（5番人気）
馬単票数 計 286435 的中 �� 8785（5番人気）
ワイド票数 計 663080 的中 �� 26633（7番人気）�� 5306（32番人気）�� 2562（55番人気）
3連複票数 計1092557 的中 ��� 3019（85番人気）
3連単票数 計1102359 的中 ��� 854（305番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．3―11．7―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．3―46．0―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインモナーク �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 アドマイヤジャパン デビュー 2021．7．17 福島1着

2019．3．18生 牡3鹿 母 コスモメリー 母母 ダンシングメリー 6戦2勝 賞金 23，057，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アラクレ号・グラスミヤラビ号・ネレイド号・マブセレナード号

10046 4月24日 曇 良 （4福島1） 第4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，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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：35．1

良
良

36 ナムアミダブツ 牡5鹿 57 菱田 裕二ニューマレコード� 石坂 公一 千歳 社台ファーム B470－ 22：41．4 4．4�
35 � スカイテラス 牡5黒鹿57 横山 琉人 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B484－122：41．5� 43．1�
48 ネイチャーシップ 牡4芦 57 丸山 元気 �サザンホールディング 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 490－ 6 〃 クビ 2．9�
713 デルマラッキーガイ 牡5黒鹿57 古川 吉洋浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 484－ 42：41．71 18．8�
611 サンデージャック 牡4青鹿57 勝浦 正樹エムズレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 484－102：41．8� 10．2	
815 ウインヴァカンス 牝4栗 55 小崎 綾也�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム B458＋122：42．01� 10．7

612� スワーヴジョーダン 	4栗 57 斎藤 新�NICKS 安田 隆行 千歳 社台ファーム 444－142：42．1� 91．3�
47 � サンデイビス 牡4芦 57 松岡 正海 �加藤ステーブル 村田 一誠 日高 株式会社

ケイズ 508＋ 4 〃 クビ 10．5�
12 ルージュジャドール 牝4鹿 55 荻野 極 �東京ホースレーシング 伊坂 重信 千歳 社台ファーム 444＋ 62：42．31� 14．0
24 ミスカイウラニ 牝4鹿 55 藤田菜七子諸江 幸祐氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 440－102：42．4� 50．2�
23 ギ ン ノ サ ジ 牝4青鹿55 武藤 雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 22：42．71� 22．2�
59 マイネルジャッカル 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西田雄一郎 清水 小野瀬 竜馬 472± 02：43．33� 7．7�
816� ラストアプローズ 牝4鹿 55 松本 大輝 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀内 岳志 新ひだか 岡田スタツド 466－202：43．61� 287．2�
510 ケンハービンジャー 牡4鹿 57 角田 大和中西 宏彰氏 本田 優 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 416－182：45．5大差 28．0�
11 � ランドリュウオー 牡6栗 57 亀田 温心木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 458± 0 〃 ハナ 87．8�
714
 グレイシャーベイ 	4鹿 57 木幡 育也ゴドルフィン 岩戸 孝樹 愛 Tinnakill

Bloodstock Ltd 460＋ 22：45．6� 166．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，652，500円 複勝： 52，630，100円 枠連： 16，729，900円
馬連： 76，312，200円 馬単： 28，767，900円 ワイド： 73，097，100円
3連複： 134，416，000円 3連単： 138，063，200円 計： 554，668，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 850円 � 150円 枠 連（3－3） 9，880円

馬 連 �� 10，010円 馬 単 �� 14，990円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 450円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 8，550円 3 連 単 ��� 77，530円

票 数

単勝票数 計 346525 的中 � 61712（2番人気）
複勝票数 計 526301 的中 � 94941（2番人気）� 10516（11番人気）� 114401（1番人気）
枠連票数 計 167299 的中 （3－3） 1311（30番人気）
馬連票数 計 763122 的中 �� 5908（37番人気）
馬単票数 計 287679 的中 �� 1439（56番人気）
ワイド票数 計 730971 的中 �� 5937（37番人気）�� 45765（1番人気）�� 8317（27番人気）
3連複票数 計1344160 的中 ��� 11781（28番人気）
3連単票数 計1380632 的中 ��� 1291（279番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．7―12．4―12．6―11．8―12．7―12．5―12．3―12．4―12．8―12．0―12．3

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―37．6―50．0―1：02．6―1：14．4―1：27．1―1：39．6―1：51．9―2：04．3―2：17．1―2：29．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナムアミダブツ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2020．1．12 京都10着

2017．4．29生 牡5鹿 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス 15戦2勝 賞金 26，481，000円



10047 4月24日 曇 良 （4福島1） 第4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，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
福島中央テレビ賞（1着）

賞 品
本 賞 15，100，000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
1：07．0
1：06．0

良
良

48 ル ク ル ト 牡5鹿 57 斎藤 新市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 日高 白井牧場 460± 01：08．7 5．3�

36 チ ャ イ カ 牝5鹿 55 西村 淳也谷掛 龍夫氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472＋161：09．23 14．4�

815 ジューンベロシティ 牡4青鹿57 太宰 啓介吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム B474＋121：09．41� 20．4�
11 スイーツマジック 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 474＋ 21：09．61� 12．3�
612 ステラダイヤ 牝4鹿 55 亀田 温心 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 日高 田端牧場 B502＋ 41：09．7クビ 10．2	
714 ラストリージョ 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 452－ 8 〃 クビ 6．8

59 マッスルマサムネ �7鹿 57 川又 賢治塩澤 正樹氏 畑端 省吾 洞	湖 レイクヴィラファーム 500－12 〃 アタマ 22．4�
47 レオハイセンス 牝5鹿 55 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 440－14 〃 ハナ 19．6�
35 カシノフォワード �4鹿 57 佐々木大輔柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 428－ 21：09．8クビ 65．6
24 グ ラ ウ ク ス �6栗 57 秋山 稔樹 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B494－ 21：10．01� 19．9�
713 ラ ン グ ロ ワ 牝4青鹿55 藤田菜七子ゲートイン 青木 孝文 新ひだか へいはた牧場 436－101：10．1� 64．0�
510
 マリノスピカ 牝6栗 55 松本 大輝和田 志保氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 484± 01：10．2� 88．4�
23 シゲルセンム 牝4黒鹿55 菱田 裕二森中 蕃氏 谷 潔 浦河 �川 啓一 458－ 41：10．3� 4．1�
816 イルヴェントドーロ 牝6鹿 55 大久保友雅兼松 康太氏 池添 学 浦河 栄進牧場 454＋ 4 〃 ハナ 74．7�
12 
 ヴィクトワールメイ 牝6黒鹿55 古川 吉洋山口謙太郎氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 456± 01：10．72� 112．6�
611 メイショウツツジ 牝4黒鹿55 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 426＋ 81：11．44 5．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，874，200円 複勝： 95，566，000円 枠連： 48，587，600円
馬連： 216，179，500円 馬単： 72，761，500円 ワイド： 155，335，800円
3連複： 369，036，700円 3連単： 382，621，000円 計： 1，408，962，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 370円 � 490円 枠 連（3－4） 2，880円

馬 連 �� 4，710円 馬 単 �� 7，830円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，710円 �� 4，430円

3 連 複 ��� 31，820円 3 連 単 ��� 131，650円

票 数

単勝票数 計 688742 的中 � 102559（2番人気）
複勝票数 計 955660 的中 � 146248（1番人気）� 63188（6番人気）� 45202（8番人気）
枠連票数 計 485876 的中 （3－4） 13058（13番人気）
馬連票数 計2161795 的中 �� 35529（22番人気）
馬単票数 計 727615 的中 �� 6961（30番人気）
ワイド票数 計1553358 的中 �� 27720（17番人気）�� 23599（25番人気）�� 8858（50番人気）
3連複票数 計3690367 的中 ��� 8697（113番人気）
3連単票数 計3826210 的中 ��� 2107（481番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―45．4―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．8
3 ・（12，13，3，16）（1，10）14，5（7，15）2（6，11）（4，9，8） 4 ・（12，13，3，16）1（10，14）（5，7，15，8）（2，6，11）（4，9）

勝馬の
紹 介

ル ク ル ト �
�
父 キングズベスト �

�
母父 Curlin デビュー 2020．1．11 京都3着

2017．2．22生 牡5鹿 母 アトランティード 母母 シャイニンルビー 16戦3勝 賞金 43，479，000円
〔制裁〕 シゲルセンム号の騎手菱田裕二は，3コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

メイショウツツジ号の騎手泉谷楓真は，3コーナー通過後の御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タイセイトレンディ号
（非抽選馬） 4頭 サニーオーシャン号・ジャガード号・ホーリーライン号・ミキノバスドラム号

10048 4月24日 曇 良 （4福島1） 第4日 第12競走 1，150�4歳以上1勝クラス
発走16時00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
1：06．1
1：06．1

不良
不良

56 ハクサンハーバー 牡4栗 57
53 ★永島まなみ河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 中村 雅明 474－ 61：09．0 8．8�

68 � ベストチャーム 牝6鹿 55
53 △松本 大輝中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 422－161：09．31� 4．3�

811 ブルーコーラル 牝6栗 55 丹内 祐次 �ローレルレーシング 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 B436－ 21：09．51� 12．4�
55 エナジーボーイ �4鹿 57

56 ☆秋山 稔樹桑畑 夏美氏 石毛 善彦 日高 浜本牧場 434± 01：09．6クビ 6．6�
710� リーゼントフラム 牡5鹿 57 荻野 極三浦 大輔氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 466－ 8 〃 クビ 5．5�
79 メルテッドハニー 牝5黒鹿 55

52 ▲横山 琉人田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 400± 01：09．7� 16．1	
33 セイウンノウヒメ 牝4青 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 �川 啓一 466＋ 2 〃 ハナ 4．6

67 � アイガーテソーロ 牡5鹿 57 木幡 育也了德寺健二ホール

ディングス� 田中 剛 新ひだか 山際牧場 488－ 41：10．02 86．6�
812� リ ゼ 牝6栗 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 嘉藤 貴行 新ひだか 岡田スタツド B462＋ 21：10．1クビ 22．0�
11 � シゲルタイヨウ �5黒鹿57 菊沢 一樹山口謙太郎氏 堀内 岳志 浦河 アイオイファーム 456－ 51：10．42 118．5
44 ネバーランド 牡5鹿 57

54 ▲西塚 洸二田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 434－ 4 〃 クビ 11．2�
22 � ナリタウルフ 牡5鹿 57 川又 賢治�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 462＋ 61：10．5� 15．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，051，200円 複勝： 55，290，400円 枠連： 22，743，100円
馬連： 94，532，600円 馬単： 36，716，500円 ワイド： 77，509，200円
3連複： 147，755，800円 3連単： 172，708，500円 計： 656，307，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 290円 � 200円 � 320円 枠 連（5－6） 910円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，670円 �� 920円

3 連 複 ��� 7，960円 3 連 単 ��� 44，490円

票 数

単勝票数 計 490512 的中 � 44543（5番人気）
複勝票数 計 552904 的中 � 47631（5番人気）� 80253（2番人気）� 41244（6番人気）
枠連票数 計 227431 的中 （5－6） 19340（1番人気）
馬連票数 計 945326 的中 �� 30950（7番人気）
馬単票数 計 367165 的中 �� 5591（18番人気）
ワイド票数 計 775092 的中 �� 23528（8番人気）�� 11627（30番人気）�� 21763（10番人気）
3連複票数 計1477558 的中 ��� 13921（28番人気）
3連単票数 計1727085 的中 ��� 2814（190番人気）

ハロンタイム 9．5―11．1―11．1―11．8―12．3―13．2

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．6―31．7―43．5―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハクサンハーバー �
�
父 ハクサンムーン �

�
母父 デュランダル デビュー 2020．12．27 阪神5着

2018．5．25生 牡4栗 母 キャメロンロード 母母 オーデコロン 9戦2勝 賞金 14，270，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 アイガーテソーロ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 ブルーコーラル号の騎手丹内祐次は，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：10番・9番・8番・7番）
〔調教再審査〕 アイガーテソーロ号は，発走調教再審査。

３レース目



（4福島1）第4日 4月24日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

177，210，000円
4，320，000円
21，900，000円
1，590，000円
22，360，000円
75，929，000円
5，748，500円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
413，987，200円
575，815，200円
186，550，200円
772，990，200円
321，802，100円
701，588，700円
1，304，569，900円
1，405，098，200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 5，682，401，700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 4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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