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10049 4月30日 晴 重 （4福島1） 第5日 第1競走 ��2，770�障害4歳以上オープン
発走9時50分（番組第4競走を順序変更） （ 芝 ）
負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード2：59．3良

46 テーオーソクラテス 牡5鹿 60 小坂 忠士小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 450－103：02．3 15．7�
58 メイショウジザイ 牡6鹿 60 難波 剛健松本 好雄氏 和田 勇介 平取 びらとり牧場 516－163：02．72� 24．7�
22 シャイニーゲール 牡8鹿 60

57 ▲小牧加矢太小林 昌志氏 五十嵐忠男 平取 雅 牧場 472± 03：02．8クビ 7．2�
610 テイエムチューハイ 牡8黒鹿60 平沢 健治竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B466＋ 23：03．33 39．1�
712 クライムメジャー 牡8栗 60 植野 貴也 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 洞�湖 レイクヴィラファーム 526－103：03．72� 21．6�
69 ノーザンクリス 牡7芦 60 五十嵐雄祐加藤 晃央氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 526＋ 23：03．91 14．6	
813 ニューツーリズム �6青鹿60 小野寺祐太吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 506＋ 2 〃 アタマ 10．5

33 	 エ ミ ー リ オ 牡8鹿 60 上野 翔加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 502＋ 43：04．0
 18．6�
57 バーンスター 牡6鹿 60 黒岩 悠�ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 494－ 43：04．1� 86．6
34 リバーシブルレーン 牡6青鹿60 石神 深一吉田 照哉氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 446－ 4 〃 アタマ 4．2�
11 ショウナンサルヴォ 牡4栗 59 白浜 雄造国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 504＋ 23：04．52� 4．3�
45 	 メイショウハチク �8鹿 60 森 一馬松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 466＋ 23：05．03 13．2�
814 ルヴァンギラ �5青鹿60 草野 太郎辻 高史氏 伊坂 重信 浦河 有限会社

吉田ファーム 554＋ 83：06．48 65．3�
711	 ブラックワンダー �6青鹿60 伴 啓太佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 456＋123：11．8大差 6．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，487，000円 複勝： 29，446，800円 枠連： 8，935，000円
馬連： 36，789，100円 馬単： 15，909，000円 ワイド： 36，042，300円
3連複： 73，182，500円 3連単： 66，650，000円 計： 285，441，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 520円 � 690円 � 280円 枠 連（4－5） 4，110円

馬 連 �� 15，210円 馬 単 �� 31，560円

ワ イ ド �� 3，910円 �� 1，900円 �� 2，820円

3 連 複 ��� 33，520円 3 連 単 ��� 205，620円

票 数

単勝票数 計 184870 的中 � 9365（8番人気）
複勝票数 計 294468 的中 � 14419（9番人気）� 10367（11番人気）� 30403（4番人気）
枠連票数 計 89350 的中 （4－5） 1683（21番人気）
馬連票数 計 367891 的中 �� 1874（55番人気）
馬単票数 計 159090 的中 �� 378（114番人気）
ワイド票数 計 360423 的中 �� 2354（55番人気）�� 4936（24番人気）�� 3288（39番人気）
3連複票数 計 731825 的中 ��� 1637（128番人気）
3連単票数 計 666500 的中 ��� 235（791番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 51．8－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーソクラテス �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．12．14 阪神10着

2017．3．21生 牡5鹿 母 テーオーヴィーナス 母母 シルクチャプター 障害：6戦2勝 賞金 26，600，000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。
（非当選馬） 2頭 マイネルパラディ号・メメランタン号

10050 4月30日 晴 不良 （4福島1） 第5日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時25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

23 サトミノマロン 牡3栗 56
53 ▲西塚 洸二田代 洋己氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 524± 01：45．5 2．3�

34 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± 01：45．71 3．1�

11 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 460＋ 21：46．23 8．3�

610 ノーブルグレイシャ 牝3鹿 54 武藤 雅吉木 伸彦氏 武藤 善則 新ひだか 飛野牧場 466± 01：47．05 121．7�
47 ディープギルドン 牡3鹿 56

54 △角田 大和深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 510－ 41：47．21 23．1�
713 シ タ ゴ コ ロ 牡3黒鹿56 菊沢 一樹内田 玄祥氏 奥平 雅士 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 446－ 21：47．3� 17．4	
611 メイショウシヅキ 牡3鹿 56

54 △松本 大輝松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 道見牧場 456－141：47．62 159．6

712 ヴィオレントアズル 牡3青鹿56 西村 淳也岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 410－ 2 〃 ハナ 44．6�
35 ラ ー ル ブ ル 牡3黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 488± 0 〃 アタマ 21．5�

815 サヨノミニスター 牡3黒鹿56 斎藤 新吉岡 泰治氏 長谷川浩大 新冠 ラツキー牧場 B460－ 81：48．66 6．1
58 ハクサンゴールド 牡3栗 56 中井 裕二河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 中村 雅明 488 ―1：49．87 88．8�
22 クラウンパーチェ 牡3青鹿 56

53 ▲原 優介矢野 恭裕氏 青木 孝文 日高 クラウン日高牧場 432 ―1：49．9� 202．3�
59 ヒーローシャガーラ 牡3鹿 56 古川 吉洋中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 524 ―1：50．22 333．9�
46 ギンノアメガフル �3鹿 56

53 ▲横山 琉人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 B432－ 81：51．79 58．4�
814 パ ラ ス 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心武田 茂男氏 辻 哲英 浦河 中神牧場 442 ―1：54．7大差 127．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，128，500円 複勝： 38，139，400円 枠連： 7，462，500円
馬連： 34，914，700円 馬単： 17，228，800円 ワイド： 35，719，500円
3連複： 57，893，000円 3連単： 63，623，400円 計： 279，109，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 120円 � 170円 枠 連（2－3） 340円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 170円 �� 430円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 2，670円

票 数

単勝票数 計 241285 的中 � 80806（1番人気）
複勝票数 計 381394 的中 � 97827（1番人気）� 88934（2番人気）� 42006（4番人気）
枠連票数 計 74625 的中 （2－3） 16998（1番人気）
馬連票数 計 349147 的中 �� 84037（1番人気）
馬単票数 計 172288 的中 �� 23453（1番人気）
ワイド票数 計 357195 的中 �� 63838（1番人気）�� 18257（5番人気）�� 24104（2番人気）
3連複票数 計 578930 的中 ��� 43285（3番人気）
3連単票数 計 636234 的中 ��� 17269（2番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．9―12．2―12．3―12．5―13．3―12．8―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．9―42．1―54．4―1：06．9―1：20．2―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトミノマロン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．9．12 中山3着

2019．2．22生 牡3栗 母 プレシャスライン 母母 バイザキャット 4戦1勝 賞金 11，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月31日まで平地競走に出走

できない。
ギンノアメガフル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月30日まで平地競
走に出走できない。

第１回 福島競馬 第５日



10051 4月30日 晴 不良 （4福島1） 第5日 第3競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走10時55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
1：43．1
1：40．9

不良
重

22 チェインストーリー 牝5栗 55
53 △山田 敬士吉田 照哉氏 大江原 哲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－ 61：44．5 11．2�
44 ラブロッソー 牝5青鹿 55

54 ☆泉谷 楓真増田 陽一氏 鈴木慎太郎 新冠 新冠橋本牧場 484＋101：45．35 22．6�
11 � パリスデージー 牝5黒鹿55 斎藤 新松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：45．62 8．5�
711 シ ェ ー ン 牝5芦 55

53 △角田 大和�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482＋ 41：46．13 9．9�

812 レッドカルム 牝5黒鹿 55
52 ▲横山 琉人 �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 530± 01：46．42 7．8�

710 レディアリエス 牝4鹿 55 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 新ひだか 幌村牧場 472－ 21：46．5クビ 2．6	
68 � ウインホノカ 牝6鹿 55

54 ☆秋山 稔樹山口謙太郎氏 本間 忍 浦河 富菜牧場 420＋ 21：46．6� 109．5

56 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± 01：46．7� 33．8�
33 ナオミゴゼン 牝4黒鹿55 川又 賢治塩澤 正樹氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 484± 01：46．91� 5．4�
69 サトノディーバ 牝4黒鹿 55

51 ★古川 奈穂 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 490＋ 21：47．64 10．9
45 メデタシメデタシ 牝5鹿 55 菊沢 一樹堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 470＋101：47．7� 19．6�
813� ラストエクセル 牝5栗 55

51 ★永島まなみ �ニッシンホール
ディングス 平田 修 新ひだか チャンピオンズファーム 444＋ 21：48．87 167．3�

57 ユヌエトワール 牝5黒鹿55 西村 淳也 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 430± 01：49．86 48．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，079，400円 複勝： 41，145，800円 枠連： 7，864，200円
馬連： 36，504，600円 馬単： 15，478，200円 ワイド： 38，574，000円
3連複： 60，955，500円 3連単： 59，730，500円 計： 288，332，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 450円 � 520円 � 270円 枠 連（2－4） 4，180円

馬 連 �� 8，020円 馬 単 �� 12，890円

ワ イ ド �� 2，450円 �� 1，300円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 13，360円 3 連 単 ��� 73，020円

票 数

単勝票数 計 280794 的中 � 19967（7番人気）
複勝票数 計 411458 的中 � 22853（8番人気）� 19562（9番人気）� 44931（3番人気）
枠連票数 計 78642 的中 （2－4） 1458（18番人気）
馬連票数 計 365046 的中 �� 3527（32番人気）
馬単票数 計 154782 的中 �� 900（55番人気）
ワイド票数 計 385740 的中 �� 4004（35番人気）�� 7749（15番人気）�� 5792（24番人気）
3連複票数 計 609555 的中 ��� 3420（53番人気）
3連単票数 計 597305 的中 ��� 593（292番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．2―42．8―55．3―1：07．3―1：19．6―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チェインストーリー �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2019．11．3 福島14着

2017．2．18生 牝5栗 母 ヴェイグストーリー 母母 ウインドヴェイン 11戦2勝 賞金 16，560，000円
〔制裁〕 シェーン号の騎手角田大和は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

シェーン号の騎手角田大和は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・13番）
ルージュフェリーク号の騎手武藤雅は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・13番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユヌエトワール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月31日まで平地競走
に出走できない。

10052 4月30日 晴 重 （4福島1） 第5日 第4競走 ��2，770�障害4歳以上未勝利
発走11時25分（番組第1競走を順序変更） （ 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� コースレコード2：59．3良

11 モ ー ガ ン 牡4栗 59 平沢 健治林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 468－ 43：04．1 11．4�
45 アスターマリンバ 牡5黒鹿60 植野 貴也加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 520－183：04．31� 40．0�
69 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± 03：04．4� 4．4�
710 ビーマイオーシャン 牡5青鹿 60

57 ▲小牧加矢太 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492＋ 43：04．82� 6．3�
57 ア イ タ イ 牡6栗 60 高田 潤平井 裕氏 辻野 泰之 新ひだか グランド牧場 518－ 23：04．9クビ 4．3�

812 ララロトリー �5黒鹿60 黒岩 悠フジイ興産	 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 460－183：06．510 120．3

（法942）

33 ディープサドラーズ �6鹿 60 草野 太郎廣崎利洋HD	 久保田貴士 千歳 社台ファーム 446－ 23：06．81� 11．6�
22 	 コルドゥーン 牡6青鹿60 伴 啓太西 浩明氏 石栗 龍彦 日高 下河辺牧場 450－143：07．01
 75．1�
813� アポロテネシー 牡7鹿 60 五十嵐雄祐アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

522＋ 43：07．42� 10．2
44 	 ルレーヴドゥリリ 牝5黒鹿58 上野 翔加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか 田中 裕之 500－ 83：09．010 4．6�
68 	 コラルブラッシュ 牡6鹿 60 蓑島 靖典中島 俊房氏 伊藤 伸一 日高 Wing Farm 462＋ 43：10．9大差 362．8�
56 ロードリスペクト 牡4鹿 59 中村 将之 	ロードホースクラブ 中村 直也 浦河 宮内牧場 488＋ 23：11．0� 16．7�
711 ガ ン ケ ン 牡6黒鹿60 難波 剛健岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 548－ 83：18．1大差 25．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，863，800円 複勝： 24，369，300円 枠連： 7，221，000円
馬連： 32，011，700円 馬単： 14，982，300円 ワイド： 28，163，700円
3連複： 59，476，400円 3連単： 62，778，400円 計： 249，866，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 380円 � 960円 � 180円 枠 連（1－4） 1，920円

馬 連 �� 19，840円 馬 単 �� 34，050円

ワ イ ド �� 4，670円 �� 870円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 26，690円 3 連 単 ��� 228，710円

票 数

単勝票数 計 208638 的中 � 14548（6番人気）
複勝票数 計 243693 的中 � 15815（6番人気）� 5343（10番人気）� 44532（2番人気）
枠連票数 計 72210 的中 （1－4） 2901（9番人気）
馬連票数 計 320117 的中 �� 1250（44番人気）
馬単票数 計 149823 的中 �� 330（85番人気）
ワイド票数 計 281637 的中 �� 1508（45番人気）�� 8698（9番人気）�� 2817（34番人気）
3連複票数 計 594764 的中 ��� 1671（86番人気）
3連単票数 計 627784 的中 ��� 199（627番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 52．1－3F 39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�

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

・（13，1）－12，9，5－（7，6，3）4，10，11－（8，2）・（1，9）－12（5，10）－7，13－3－2－4－6－8＝11
勝馬の
紹 介

モ ー ガ ン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．9．20 中京6着

2018．4．13生 牡4栗 母 モーニングフェイス 母母 ファーストナイト 障害：1戦1勝 賞金 7，900，000円



10053 4月30日 晴 重 （4福島1） 第5日 第5競走 ��1，200�3歳未勝利
発走12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

11 グラストンベリー 牝3鹿 54 菱田 裕二 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 420－ 41：10．7 4．5�
47 � リアルジョージ 牡3鹿 56 丸山 元気ゴドルフィン 宮田 敬介 愛 Pat Beirne B502＋ 21：10．81 4．2�
815 イデアノキセキ 牡3青鹿 56

54 △松本 大輝益田 修一氏 金成 貴史 浦河 中脇 満 440－ 41：10．9� 11．9�
36 ベ ル ベ リ ス 牝3鹿 54 岩田 康誠ディアレストクラブ� 高橋 文雅 浦河 カケハムポニークラブ 452－141：11．0クビ 6．8�
23 レッドブレンナー 牡3鹿 56 斎藤 新 �東京ホースレーシング 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 474 ―1：11．1� 10．8�
35 デルマカミーラ 牝3芦 54 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 新冠 協和牧場 472 ― 〃 ハナ 27．7	
713� フロムドーヴィル 牝3鹿 54 西村 淳也野村 茂雄氏 加藤士津八 仏 Mr Simon

Urizzi 446＋ 21：11．2� 15．6

24 カワキタオルゴ 牝3鹿 54

51 ▲川端 海翼川島 和範氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 488－10 〃 ハナ 84．0�
612 イ チ ゴ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �サザンホールディング 根本 康広 日高 鹿戸 和幸 458－ 21：11．41 67．3�
59 ローズクレスト 牡3鹿 56 古川 吉洋水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 460＋ 6 〃 ハナ 39．3
816 タマモサウルス 牡3芦 56

53 ▲大久保友雅タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 436－ 81：11．5� 32．8�
611 メロンチャン 牝3黒鹿54 黛 弘人�ミルファーム 大和田 成 新ひだか 小倉 光博 B466－ 21：11．6� 7．5�
714 カシノコマンド 牝3芦 54

53 ☆亀田 温心柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 雄二 430－ 21：12．02� 116．3�
12 ザナイトカフェ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 宗像 義忠 新ひだか 岡田スタツド 484＋121：12．1� 7．2�
48 サトノユニティ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介 �サトミホースカンパニー 西園 正都 新冠 村田牧場 438＋ 21：12．42 154．3�
510 ソンブラーズ 牡3青鹿 56

54 △角田 大和レキップモンターニュ 田島 俊明 新冠 長浜牧場 448－121：14．110 373．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，232，700円 複勝： 43，896，900円 枠連： 11，262，200円
馬連： 44，233，300円 馬単： 18，692，300円 ワイド： 49，347，500円
3連複： 78，411，800円 3連単： 74，788，800円 計： 349，865，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 160円 � 250円 枠 連（1－4） 690円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 530円 �� 720円 �� 860円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 16，850円

票 数

単勝票数 計 292327 的中 � 51590（2番人気）
複勝票数 計 438969 的中 � 80897（1番人気）� 79704（2番人気）� 36135（5番人気）
枠連票数 計 112622 的中 （1－4） 12511（1番人気）
馬連票数 計 442333 的中 �� 27985（1番人気）
馬単票数 計 186923 的中 �� 5666（2番人気）
ワイド票数 計 493475 的中 �� 24918（1番人気）�� 17382（7番人気）�� 14270（10番人気）
3連複票数 計 784118 的中 ��� 15521（6番人気）
3連単票数 計 747888 的中 ��� 3217（16番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．8―11．8―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラストンベリー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 キンシャサノキセキ デビュー 2021．10．30 東京5着

2019．2．19生 牝3鹿 母 アドマイヤシャイ 母母 ブロードアピール 4戦1勝 賞金 5，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソンブラーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月30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。
（非当選馬） 1頭 オウケンミッキー号
（非抽選馬） 1頭 ディスフルタール号

10054 4月30日 晴 重 （4福島1） 第5日 第6競走 1，150�3歳未勝利
発走12時45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
1：06．1
1：06．1

不良
不良

35 ダイチヴィヴァン 牡3鹿 56
55 ☆秋山 稔樹服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 456－121：08．4 3．8�

714 エ バ ニ ス タ 牡3鹿 56
54 △角田 大和畑佐 博氏 角田 晃一 浦河 秋場牧場 476＋101：08．61� 26．3�

47 カルーナブルガリス 牝3鹿 54 西村 淳也ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 浦河 ディアレスト
クラブ 444－ 61：08．7� 14．2�

36 サウンドヴァージル 牡3鹿 56
54 ◇藤田菜七子増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 482－ 81：08．8クビ 72．8�

24 ホワイトガーベラ 牡3芦 56
53 ▲横山 琉人楠本 勝美氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 472－ 4 〃 クビ 2．0�

612 エムアイリーズン 牝3栗 54
51 ▲原 優介岩崎 充利氏 青木 孝文 浦河 バンブー牧場 468－ 6 〃 ハナ 49．9	

713 ア イ ア コ ス 牡3栗 56
52 ★永島まなみ尾上 寿夫氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 464＋ 41：09．43� 4．6


510 ヴァンクールシチー 牡3黒鹿56 武藤 雅 �友駿ホースクラブ 栗田 徹 新ひだか カタオカフアーム 424－ 41：09．5アタマ 45．4�
59 シャイニーロッサ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 416－ 81：09．6� 136．3�
815 ド ゴ ン 牡3鹿 56 荻野 極椎名 節氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 446± 01：09．7� 59．0
816 ア ポ 牡3栗 56

53 ▲西塚 洸二武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 458－ 41：09．8� 16．9�
48 アロマフォルテ 牝3鹿 54

52 △松本 大輝清川 信弘氏 浅野洋一郎 新ひだか 田中 啓雅 440－121：10．54 322．0�
12 グットウインド 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 452＋ 81：10．6� 477．1�
611 スマイルムーン 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 リコーファーム 416－ 21：10．81� 162．9�
23 カイトウランマ 牡3黒鹿56 木幡 育也岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 藤沢牧場 420－ 4 〃 ハナ 322．0�
11 セ レ ブ 牝3栗 54 斎藤 新菅藤 孝雄氏 杉浦 宏昭 平取 清水牧場 B470－ 61：11．01 50．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，225，600円 複勝： 37，072，000円 枠連： 8，483，100円
馬連： 37，669，500円 馬単： 18，718，800円 ワイド： 38，238，900円
3連複： 65，516，400円 3連単： 74，196，200円 計： 309，120，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 510円 � 320円 枠 連（3－7） 690円

馬 連 �� 4，100円 馬 単 �� 6，660円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 880円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 11，990円 3 連 単 ��� 64，030円

票 数

単勝票数 計 292256 的中 � 60377（2番人気）
複勝票数 計 370720 的中 � 65244（3番人気）� 16189（6番人気）� 28002（4番人気）
枠連票数 計 84831 的中 （3－7） 9484（3番人気）
馬連票数 計 376695 的中 �� 7107（11番人気）
馬単票数 計 187188 的中 �� 2105（19番人気）
ワイド票数 計 382389 的中 �� 7942（12番人気）�� 11517（8番人気）�� 3100（28番人気）
3連複票数 計 655164 的中 ��� 4098（30番人気）
3連単票数 計 741962 的中 ��� 840（168番人気）

ハロンタイム 9．4―10．6―11．1―12．0―12．4―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．0―31．1―43．1―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 7，5（8，14）（1，12，11）（6，13）（10，16）（4，15）－9－3，2 4 ・（7，5）－（8，14）（12，6）（1，11）（4，10，13）－（15，16）－9－3，2

勝馬の
紹 介

ダイチヴィヴァン �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．10．30 東京6着

2019．5．22生 牡3鹿 母 チェリーシェル 母母 キュートネスⅡ 7戦1勝 賞金 9，920，000円
〔制裁〕 エムアイリーズン号の騎手原優介は，後検量について注意義務を怠り過怠金30，000円。



10055 4月30日 晴 稍重 （4福島1） 第5日 第7競走 2，000�3歳未勝利
発走13時15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
1：57．3
1：56．1

良
良

22 エコルフリューゲル 牝3栗 54 勝浦 正樹鈴木 昌樹氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 460± 02：04．2 4．1�
34 ローゼシュティア 牝3黒鹿54 菊沢 一樹 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 448－102：04．31 3．5�
610 ヴァンデスト 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 384－142：04．51� 23．4�
11 クレエンシア 牝3栗 54

52 △松本 大輝 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 438－ 82：04．6� 3．2�
46 タイセイエール 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心田中 成奉氏 池上 昌和 浦河 高昭牧場 434－ 22：04．7� 13．3	
814 ジ ャ ス コ 牝3鹿 54 菱田 裕二大和屋 暁氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 454± 02：05．12� 6．2

815 エグゼクティブラン 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹村田 裕子氏 大竹 正博 むかわ 新井牧場 466± 02：05．52� 168．7�
712 キョウエイディーズ 牝3鹿 54 荻野 極田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 430－10 〃 ハナ 46．5�
58 コスモマチルダ 牝3黒鹿 54

52 △角田 大和 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 422－ 82：05．6クビ 222．9
59 ベリーナブルー 牝3栗 54 斎藤 新�三嶋牧場 長谷川浩大 日高 木村牧場 442－ 2 〃 クビ 87．6�
47 ビービードルチェ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人�坂東牧場 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 440－10 〃 アタマ 205．3�
23 キャッチザワールド 牝3青鹿54 武藤 雅吉田 晴哉氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 472－ 4 〃 アタマ 185．2�
611 アンテロープ 牝3鹿 54 丸山 元気村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 446－ 22：05．7� 15．7�
713 クンパワピー 牝3栗 54

51 ▲佐々木大輔ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト
クラブ B466－ 22：07．08 71．8�

35 ニシノスズカゼ 牝3黒鹿 54
51 ▲西塚 洸二西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 ガーベラパー

クスタツド 390－ 22：07．74 204．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，645，700円 複勝： 37，339，600円 枠連： 8，042，700円
馬連： 34，779，000円 馬単： 15，778，700円 ワイド： 35，234，400円
3連複： 57，706，100円 3連単： 65，656，900円 計： 281，183，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 130円 � 460円 枠 連（2－3） 720円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，110円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 10，450円

票 数

単勝票数 計 266457 的中 � 51595（3番人気）
複勝票数 計 373396 的中 � 62526（3番人気）� 93599（1番人気）� 14089（7番人気）
枠連票数 計 80427 的中 （2－3） 8608（2番人気）
馬連票数 計 347790 的中 �� 39267（2番人気）
馬単票数 計 157787 的中 �� 8787（3番人気）
ワイド票数 計 352344 的中 �� 36730（1番人気）�� 7425（15番人気）�� 8633（13番人気）
3連複票数 計 577061 的中 ��� 16689（7番人気）
3連単票数 計 656569 的中 ��� 4552（26番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．2―12．7―13．5―12．6―12．4―12．4―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―36．7―49．4―1：02．9―1：15．5―1：27．9―1：40．3―1：52．1

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エコルフリューゲル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kitten’s Joy デビュー 2021．10．2 中山7着

2019．3．29生 牝3栗 母 ム ニ ラ ー 母母 Speed to Burn 4戦1勝 賞金 7，020，000円
〔制裁〕 エコルフリューゲル号の騎手勝浦正樹は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔3走成績による出走制限〕 クンパワピー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月30日まで平地競走に出走できな

い。

10056 4月30日 晴 重 （4福島1） 第5日 第8競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時45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

77 � ナンヨーヴィヨレ 牡4鹿 57
54 ▲横山 琉人中村 德也氏 宗像 義忠 白老 習志野牧場 452－ 81：44．8 61．3�

44 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 502＋ 21：44．9クビ 4．8�
33 ハイエストエンド �5栗 57 丸山 元気�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 500－ 6 〃 アタマ 2．3�
22 リアルシング 牡5黒鹿 57

54 ▲大久保友雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 550－ 41：45．11� 13．9�

66 ロイヤルダンス 牡4青鹿 57
56 ☆秋山 稔樹上野 直樹氏 清水 英克 新冠 山岡ファーム 490－101：45．41� 7．0�

89 シフクユウヒ 牡5栗 57 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 スマイルファーム 530－121：45．5� 8．7	
78 ヴォーグマチネ 牡4鹿 57

55 △山田 敬士志村 幸彦氏 堀内 岳志 新冠 坂元 芳春 B490－ 61：45．71� 198．3

55 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 492－ 6 〃 アタマ 6．4�
810� レッドレジェーラ �4黒鹿57 斎藤 新 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 470－ 81：46．23 24．9�
11 サムハンター 牡4栗 57

53 ★永島まなみ�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム 476± 01：46．94 13．3
（10頭）

売 得 金
単勝： 31，613，300円 複勝： 36，095，100円 枠連： 6，352，800円
馬連： 33，729，400円 馬単： 17，665，300円 ワイド： 33，407，000円
3連複： 49，909，200円 3連単： 74，744，200円 計： 283，516，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，130円 複 勝 � 840円 � 170円 � 130円 枠 連（4－7） 8，340円

馬 連 �� 11，280円 馬 単 �� 27，480円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 1，860円 �� 350円

3 連 複 ��� 7，200円 3 連 単 ��� 98，340円

票 数

単勝票数 計 316133 的中 � 4124（9番人気）
複勝票数 計 360951 的中 � 6868（9番人気）� 54238（3番人気）� 103579（1番人気）
枠連票数 計 63528 的中 （4－7） 590（27番人気）
馬連票数 計 337294 的中 �� 2317（30番人気）
馬単票数 計 176653 的中 �� 482（64番人気）
ワイド票数 計 334070 的中 �� 3235（28番人気）�� 4318（24番人気）�� 27651（2番人気）
3連複票数 計 499092 的中 ��� 5198（29番人気）
3連単票数 計 747442 的中 ��� 551（320番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．4―12．6―12．5―12．0―12．2―12．9―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―29．7―42．3―54．8―1：06．8―1：19．0―1：31．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F38．0
1
3
6（1，2）（4，3）9（5，10）（7，8）
6（2，3）（1，4，9）（5，10）（7，8）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ナンヨーヴィヨレ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゴールドアリュール

2018．2．22生 牡4鹿 母 アースビーガ 母母 エイシンベリンダ 8戦1勝 賞金 11，700，000円
初出走 JRA

〔3走成績による出走制限〕 サムハンター号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月30日まで平地競走に出走できな
い。



10057 4月30日 晴 稍重 （4福島1） 第5日 第9競走 1，200�
じ ょ う ど だ い ら

浄 土 平 特 別
発走14時15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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．0

良
良

811 アセンダント 牝6鹿 55 丹内 祐次 �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 462－ 41：10．1 5．1�

78 � ヤマニンガラッシア 牡5青鹿57 亀田 温心土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 450－ 2 〃 アタマ 9．9�
810 ヴェールクレール 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �シルクレーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：10．2� 2．7�
22 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 436＋ 21：10．3� 10．1�
11 テ セ ウ ス 牡4青鹿57 杉原 誠人�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 450－ 61：10．41 8．4	
55 タマモダイジョッキ 牡4栗 57 泉谷 楓真タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 61：10．5クビ 5．9

67 � ワンダーヘイルネス �6鹿 57 古川 吉洋山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 488－ 41：10．71� 26．1�
79 マイネルヘルト 牡5青鹿57 原 優介 �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 420＋ 41：10．91� 93．7�
33 ルージュグラース 牝4鹿 55 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 432－ 4 〃 クビ 8．7
44 � スターライトキス 牝7栗 55 西村 淳也岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 512＋ 61：11．0クビ 90．2�
66 シングンバズーカ 牡5黒鹿57 荻野 極伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 B486＋ 41：11．1� 26．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，645，500円 複勝： 43，459，700円 枠連： 8，344，000円
馬連： 51，987，500円 馬単： 21，641，300円 ワイド： 44，510，000円
3連複： 73，534，900円 3連単： 95，684，800円 計： 371，807，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 230円 � 160円 枠 連（7－8） 800円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 500円 �� 410円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 17，500円

票 数

単勝票数 計 326455 的中 � 51178（2番人気）
複勝票数 計 434597 的中 � 61354（2番人気）� 42373（7番人気）� 80680（1番人気）
枠連票数 計 83440 的中 （7－8） 8045（2番人気）
馬連票数 計 519875 的中 �� 22645（5番人気）
馬単票数 計 216413 的中 �� 5319（12番人気）
ワイド票数 計 445100 的中 �� 22751（3番人気）�� 28633（1番人気）�� 19513（6番人気）
3連複票数 計 735349 的中 ��� 23691（3番人気）
3連単票数 計 956848 的中 ��� 3962（45番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．4―11．6―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．2―46．8―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アセンダント �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2018．6．23 東京4着

2016．4．18生 牝6鹿 母 ディーズハイビガー 母母 マーズプリンセス 34戦2勝 賞金 48，063，000円

10058 4月30日 晴 稍重 （4福島1） 第5日 第10競走 ��2，000�
お ぐ に ぬ ま

雄 国 沼 特 別
発走14時50分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス，3．5．1以降4．4．24まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

44 アウスヴァール �4黒鹿56 古川 吉洋 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 宝寄山 拓樹 482－ 22：02．2 5．7�

55 ドリームインパクト 牡6鹿 55 丹内 祐次 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 日高 下河辺牧場 500± 0 〃 クビ 3．0�
68 タイセイドリーマー 牡4栗 54 荻野 極田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 494＋ 22：02．51� 30．3�
11 ウインミニヨン 牝4栗 52 斎藤 新�ウイン 長谷川浩大 新冠 コスモヴューファーム 422＋ 2 〃 クビ 5．3�
812 マイネルステレール 牡6鹿 54 菱田 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 22：02．6� 24．8�
22 ナックイルシーブ 牡4芦 54 勝浦 正樹小松 欣也氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B518＋ 2 〃 アタマ 63．1	
710 ウォルフズハウル 牡6黒鹿56 岩田 康誠ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 62：02．8� 3．7

67 ロッソモラーレ 牡5芦 54 西村 淳也 �コスモヴューファーム 清水 英克 日高 槇本牧場 B470－ 8 〃 クビ 14．4�
56 フィデリオグリーン 牡6鹿 53 丸山 元気斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 492－102：02．9クビ 17．3
79 インペリアルフィズ 牡8栗 54 武藤 雅 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B470－ 8 〃 ハナ 78．8�
811 ウインアルカンナ 牝5黒鹿52 黛 弘人�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 476－ 22：03．0クビ 20．4�
33 サブロンカズマ 牡4鹿 53 原 優介合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474＋ 42：03．42� 78．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，582，000円 複勝： 42，788，800円 枠連： 12，351，100円
馬連： 57，668，400円 馬単： 25，476，600円 ワイド： 51，178，200円
3連複： 87，818，500円 3連単： 108，945，000円 計： 419，808，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 160円 � 620円 枠 連（4－5） 800円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 390円 �� 2，290円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 6，650円 3 連 単 ��� 32，840円

票 数

単勝票数 計 335820 的中 � 46919（4番人気）
複勝票数 計 427888 的中 � 60702（4番人気）� 87412（2番人気）� 13093（9番人気）
枠連票数 計 123511 的中 （4－5） 11883（2番人気）
馬連票数 計 576684 的中 �� 53819（3番人気）
馬単票数 計 254766 的中 �� 9852（5番人気）
ワイド票数 計 511782 的中 �� 36987（3番人気）�� 5361（27番人気）�� 8623（20番人気）
3連複票数 計 878185 的中 ��� 9894（26番人気）
3連単票数 計1089450 的中 ��� 2405（115番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．2―12．9―12．9―12．6―11．6―11．8―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―36．0―48．9―1：01．8―1：14．4―1：26．0―1：37．8―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F36．2
1
3
4，7（5，8）11（2，3）（6，12）（1，9）－10・（4，7）5（8，9）（11，10）1（2，3）12，6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アウスヴァール �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．11．8 阪神4着

2018．2．22生 �4黒鹿 母 カネツスペシャル 母母 カネツテンビー 11戦3勝 賞金 45，415，000円



10059 4月30日 晴 重 （4福島1） 第5日 第11競走 ��
��1，700�

とうほく

東北ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
牝，4歳以上，3勝クラス，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，55�

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

34 キムケンドリーム 牝5鹿 55 菊沢 一樹木村 永浩氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 B456± 01：44．2 110．5�
57 ラ ボ エ ー ム 牝5黒鹿55 丹内 祐次ライオンレースホース� 大根田裕之 浦河 浦河日成牧場 440－ 6 〃 アタマ 41．3�
58 ステイブルアスク 牝4栗 55 古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 426－ 6 〃 クビ 8．4�
69 フ ラ ー レ ン 牝5鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 508－ 8 〃 ハナ 5．5�
813 ノーブルシルエット 牝4黒鹿55 武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 466－ 81：44．3� 1．9	
45 ク レ デ ン ザ 牝5芦 55 亀田 温心�G1レーシング 辻野 泰之 安平 追分ファーム 472＋181：44．4クビ 24．9

22 ラヴォアドゥース 牝5栃栗55 菱田 裕二�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474± 01：44．72 24．5�
814	 リーピングリーズン 牝6青鹿55 泉谷 楓真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 512－ 41：44．9
 64．2�

712 ス ペ ロ デ ア 牝5栗 55 西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新冠 長浜 秀昭 466－ 2 〃 ハナ 13．1

11 ギブミーラブ 牝4鹿 55 岩田 康誠 �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 480± 01：45．11 9．6�
33 ペイシャキュウ 牝6鹿 55 秋山 稔樹北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 436± 01：45．31� 15．8�
610 マーチリリー 牝4青鹿55 柴山 雄一手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 B492＋ 41：45．4� 48．4�
711 サトノガイア 牝5鹿 55 太宰 啓介 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 新ひだか ウエスタンファーム B470－ 61：45．72 36．5�
46 アテナノワール 牝5黒鹿55 斎藤 新諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 500－101：46．12� 152．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 70，201，400円 複勝： 86，319，800円 枠連： 31，671，500円
馬連： 159，345，100円 馬単： 66，136，600円 ワイド： 120，782，700円
3連複： 269，322，300円 3連単： 297，323，100円 計： 1，101，102，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，050円 複 勝 � 2，140円 � 870円 � 320円 枠 連（3－5） 3，660円

馬 連 �� 106，180円 馬 単 �� 200，810円

ワ イ ド �� 18，600円 �� 7，800円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 256，330円 3 連 単 ��� 2，477，690円

票 数

単勝票数 計 702014 的中 � 5081（13番人気）
複勝票数 計 863198 的中 � 9687（13番人気）� 25211（10番人気）� 79924（3番人気）
枠連票数 計 316715 的中 （3－5） 6689（15番人気）
馬連票数 計1593451 的中 �� 1163（85番人気）
馬単票数 計 661366 的中 �� 247（170番人気）
ワイド票数 計1207827 的中 �� 1660（83番人気）�� 3980（60番人気）�� 11828（30番人気）
3連複票数 計2693223 的中 ��� 788（272番人気）
3連単票数 計2973231 的中 ��� 87（1816番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―29．7―42．5―55．3―1：07．5―1：19．6―1：31．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キムケンドリーム �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2019．10．13 京都1着

2017．5．19生 牝5鹿 母 スターペスミツコ 母母 マーチンミユキ 16戦4勝 賞金 55，808，000円

10060 4月30日 晴 稍重 （4福島1） 第5日 第12競走 ��1，800�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
1：45．3
1：43．8

良
良

56 マジカルステージ 牝4鹿 55 西村 淳也大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 432＋ 61：49．0 2．6�
79 ヒルノアントラ �5青鹿57 柴山 雄一�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B466－ 21：49．11 7．5�
812 マイネルデステリョ 牡5黒鹿 57

55 △角田 大和 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 454－ 21：49．41� 6．7�

68 コスモミローディア 牡6黒鹿57 斎藤 新 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 482＋ 61：49．72 51．8�
710� マックスブロケイド 牝6鹿 55 川又 賢治田所 英子氏 笹田 和秀 新冠 高橋 忍 414－ 81：49．8クビ 69．9	
11 � ブライドグルーム �5鹿 57 武藤 雅 �社台レースホース和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－141：50．11	 13．2

55 スパークオブライフ 牝6黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 420± 0 〃 ハナ 51．2�
22 コスモアシュラ 牡4芦 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 520＋ 21：50．2	 2．9�
811 ロックグラス �5鹿 57

55 △松本 大輝橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 462－101：50．51	 32．3
67 � ルナソルガール 牝5黒鹿55 菱田 裕二合同会社雅苑興業 高橋 文雅 浦河 三嶋牧場 524－ 21：50．71 57．2�
33 メイレンシュタイン �4栗 57 荻野 極 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－181：51．02 16．1�
44 � リリージャスパー 牝4鹿 55

51 ★永島まなみ土井 孝夫氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 436－101：55．3大差 129．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 40，682，200円 複勝： 48，340，100円 枠連： 15，501，900円
馬連： 70，378，300円 馬単： 31，588，100円 ワイド： 59，364，100円
3連複： 107，747，800円 3連単： 144，075，700円 計： 517，678，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 180円 � 180円 枠 連（5－7） 940円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 380円 �� 410円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 6，220円

票 数

単勝票数 計 406822 的中 � 122972（1番人気）
複勝票数 計 483401 的中 � 99849（2番人気）� 64465（4番人気）� 65053（3番人気）
枠連票数 計 155019 的中 （5－7） 12720（3番人気）
馬連票数 計 703783 的中 �� 54959（2番人気）
馬単票数 計 315881 的中 �� 16692（3番人気）
ワイド票数 計 593641 的中 �� 41295（2番人気）�� 37176（5番人気）�� 23684（8番人気）
3連複票数 計1077478 的中 ��� 46127（4番人気）
3連単票数 計1440757 的中 ��� 16777（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．8―48．2―1：00．6―1：12．9―1：25．1―1：36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マジカルステージ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．6．14 阪神3着

2018．2．4生 牝4鹿 母 オ ツ ウ 母母 デライトポイント 7戦2勝 賞金 22，138，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リリージャスパー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月31日まで平地競

走に出走できない。



（4福島1）第5日 4月30日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 161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

208，470，000円
5，620，000円
20，350，000円
1，280，000円
26，300，000円
69，190，000円
6，020，500円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
385，387，100円
508，413，300円
133，492，000円
630，010，600円
279，296，000円
570，562，300円
1，041，474，400円
1，188，197，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，736，832，700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 5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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