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11013 4月7日 雨 不良 （25福島1）第2日 第1競走 1，000�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
58．0
57．1

重
稍重

811 ヴェンセール 牡3鹿 56 江田 照男桐谷 茂氏 堀井 雅広 日高 田端牧場 460± 0 59．0 3．1�
79 プリマチュチュ 牝3栗 54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 有限会社武岡牧場 452＋ 8 59．63� 41．4�
812 メイショウラムダ 牡3黒鹿56 中舘 英二松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 452± 0 59．7� 2．8�
11 イサミノキセキ 牝3鹿 54

52 △中井 裕二前田 哲郎氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 406－ 4 59．91� 21．2�
56 ト ド ロ ッ ク 牡3鹿 56 黛 弘人山岸 桂市氏 奥平 雅士 新冠 川島牧場 484＋ 4 〃 クビ 4．0�
67 グロスヴァーグ 牡3鹿 56

53 ▲横山 和生岡田 壮史氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 448± 01：00．53� 56．6	
55 カネトシエフォート 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 タニグチ牧場 448－ 4 〃 クビ 10．5

44 エヴォトウショウ 牝3栗 54 古川 吉洋トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 456－ 21：00．82 69．5�
33 マルヨファスリエフ 牡3鹿 56

53 ▲原田 敬伍野村 春行氏 牧田 和弥 新ひだか 西村 和夫 448＋101：00．9� 11．6
68 ヤマニンビュラン 牡3栗 56 柴田 大知土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 456 ―1：01．11 88．3�
22 キセキノナルシスト 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真梶原 哲朗氏 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 B496－ 41：01．52� 93．4�

710 ケージーメグミ 牝3黒鹿 54
51 ▲山崎 亮誠川井 五郎氏 菊沢 隆徳 新冠 岩見牧場 416 ―1：04．1大差 122．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 11，232，600円 複勝： 20，043，400円 枠連： 8，115，200円
馬連： 23，688，000円 馬単： 19，280，200円 ワイド： 13，612，300円
3連複： 36，926，000円 3連単： 69，164，400円 計： 202，062，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 510円 � 130円 枠 連（7－8） 2，460円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 7，690円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 190円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 28，830円

票 数

単勝票数 計 112326 的中 � 29438（2番人気）
複勝票数 計 200434 的中 � 46971（2番人気）� 6238（7番人気）� 52001（1番人気）
枠連票数 計 81152 的中 （7－8） 2441（9番人気）
馬連票数 計 236880 的中 �� 4742（13番人気）
馬単票数 計 192802 的中 �� 1851（24番人気）
ワイド票数 計 136123 的中 �� 2543（15番人気）�� 23489（1番人気）�� 2295（16番人気）
3連複票数 計 369260 的中 ��� 6223（14番人気）
3連単票数 計 691644 的中 ��� 1771（85番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．0―34．6―46．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F36．0
3 ・（9，11）（1，12）7－（5，4，6）3（2，8）－10 4 ・（9，11）－12，1－（7，6）－4（5，8）3，2＝10

勝馬の
紹 介

ヴェンセール �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2012．7．21 札幌10着

2010．2．19生 牡3鹿 母 イースタリーブリーズ 母母 Nakiska Wind 7戦1勝 賞金 7，600，000円
〔制裁〕 イサミノキセキ号の騎手中井裕二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 エヴォトウショウ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケージーメグミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月7日まで平地競走

に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 エヴォトウショウ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年5月7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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エリモタフネス号・バクシンパワー号

11014 4月7日 雨 不良 （25福島1）第2日 第2競走 1，700�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

11 ランミネルバ 牝3鹿 54
51 ▲横山 和生�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 442－ 41：46．7 31．1�

815 ディレットリーチェ 牝3栗 54 松山 弘平飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B486± 01：47．12� 11．7�
22 アースザスリー 牝3鹿 54 高倉 稜 �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 470＋ 81：47．31 2．6�
34 メイショウポピュラ 牝3栗 54 松田 大作松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 日の出牧場 418＋10 〃 クビ 133．5�
23 キョウエイリリック 牝3鹿 54 丸田 恭介田中 晴夫氏 伊藤 伸一 新ひだか 藤沢牧場 472－141：48．04 3．4	
610 シャトルダンサー 牝3鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 上原 博之 浦河 細道牧場 444－ 21：48．95 6．6

712 ビレッジドリーム 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠村山 輝雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 478＋101：49．85 67．4�
611 コンパスローズ 牝3芦 54

52 △中井 裕二吉田 和子氏 伊藤 大士 新冠 新冠橋本牧場 464 ― 〃 アタマ 104．4�
713 ジョリファム 牝3青鹿54 勝浦 正樹石瀬 浩三氏 大竹 正博 洞爺湖 メジロ牧場 442 ―1：49．9クビ 58．8
35 ボンジュールノゾミ 牝3栗 54 津村 明秀田中善次郎氏 菊沢 隆徳 新冠 平山牧場 478＋ 8 〃 クビ 17．6�
814 メイショウキリコ 牝3鹿 54 吉田 隼人松本 好雄氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 528－ 21：50．0クビ 6．2�
59 ハッピードライブ 牝3鹿 54 伊藤 工真 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 444± 0 〃 クビ 52．0�
47 コンポーザー 牝3鹿 54 宮崎 北斗�髙昭牧場 小野 次郎 浦河 高昭牧場 466－141：50．42� 91．5�
46 ノーブルダンス 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前川 正美 436－ 81：51．14 469．3�
58 スーサンリラ 牝3鹿 54 古川 吉洋林 千枝子氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 438± 01：51．95 253．6�
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売 得 金
単勝： 13，159，200円 複勝： 20，934，800円 枠連： 8，278，300円
馬連： 21，948，700円 馬単： 18，189，500円 ワイド： 12，487，900円
3連複： 32，011，900円 3連単： 53，432，600円 計： 180，442，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，110円 複 勝 � 730円 � 300円 � 140円 枠 連（1－8） 5，380円

馬 連 �� 10，360円 馬 単 �� 22，760円

ワ イ ド �� 3，280円 �� 1，400円 �� 670円

3 連 複 ��� 8，770円 3 連 単 ��� 92，790円

票 数

単勝票数 計 131592 的中 � 3336（7番人気）
複勝票数 計 209348 的中 � 5304（7番人気）� 15810（5番人気）� 61566（1番人気）
枠連票数 計 82783 的中 （1－8） 1137（14番人気）
馬連票数 計 219487 的中 �� 1565（27番人気）
馬単票数 計 181895 的中 �� 590（55番人気）
ワイド票数 計 124879 的中 �� 899（28番人気）�� 2182（15番人気）�� 4885（6番人気）
3連複票数 計 320119 的中 ��� 2694（26番人気）
3連単票数 計 534326 的中 ��� 425（235番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．1―42．3―54．9―1：08．1―1：21．3―1：34．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ランミネルバ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．11．3 京都9着

2010．4．7生 牝3鹿 母 アクイレジア 母母 ロ ジ ー タ 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スーサンリラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月7日まで平地競走に

出走できない。

第１回 福島競馬 第２日



11015 4月7日 雨 重 （25福島1）第2日 第3競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （芝・右）

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

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

611 ネコタイショウ 牡3鹿 56 江田 照男桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 428－ 62：03．3 3．7�
11 テイエムオーライト 牡3鹿 56 鮫島 良太竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 432± 02：04．36 10．5�
36 ペプチドウインド 牡3鹿 56 国分 恭介沼川 一彦氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 470＋ 6 〃 ハナ 69．5�
35 トウカイフェスタ 牡3鹿 56 木幡 初広内村 正則氏 栗田 徹 浦河 帰山 清貴 490－102：04．83 5．4�
816 マイネルランスタン 牡3栗 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 450± 02：04．9� 7．5�
12 スプリングシャトル 牡3栗 56

54 △中井 裕二加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 B476± 02：05．0� 22．8	
48 マイネルワーグナー 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 422－12 〃 クビ 128．8

23 トーホウギルス 牡3栗 56 吉田 隼人東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 454＋ 22：05．1� 9．1�
713 シュペトレーゼ 牝3鹿 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 440＋ 4 〃 アタマ 25．8
47 プライドキッズ 牡3栗 56 松山 弘平瀬谷 �雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 518± 02：05．31� 7．8�
612 アトラスバローズ 牡3栗 56 高倉 稜猪熊 広次氏 清水 久詞 浦河 ガーベラパー

クスタツド 480＋ 62：05．93� 6．8�
24 デンコウイットウ 牡3鹿 56 古川 吉洋田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 442 ―2：06．96 178．6�
815 アービバラスボーイ 牡3黒鹿56 宮崎 北斗古川 智洋氏 萱野 浩二 日高 賀張三浦牧場 448＋ 22：07．0� 99．6�
714 ヤマニントルシュ 牝3栗 54 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 422－ 22：07．42� 65．5�
59 カミングアップ 牡3鹿 56 中舘 英二薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 508＋ 62：12．1大差 45．6�
510 リッチラヴィーニュ 牡3栗 56 丸田 恭介 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 466＋ 6 （競走中止） 30．7�
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売 得 金
単勝： 12，576，400円 複勝： 21，302，400円 枠連： 8，980，900円
馬連： 24，139，700円 馬単： 16，616，900円 ワイド： 13，500，600円
3連複： 35，502，800円 3連単： 51，234，700円 計： 183，854，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 320円 � 1，290円 枠 連（1－6） 1，120円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 850円 �� 4，320円 �� 5，930円

3 連 複 ��� 32，230円 3 連 単 ��� 152，470円

票 数

単勝票数 計 125764 的中 � 27181（1番人気）
複勝票数 計 213024 的中 � 40562（1番人気）� 17036（6番人気）� 3380（12番人気）
枠連票数 計 89809 的中 （1－6） 5938（4番人気）
馬連票数 計 241397 的中 �� 8184（8番人気）
馬単票数 計 166169 的中 �� 3316（8番人気）
ワイド票数 計 135006 的中 �� 4139（7番人気）�� 752（47番人気）�� 545（57番人気）
3連複票数 計 355028 的中 ��� 813（101番人気）
3連単票数 計 512347 的中 ��� 248（485番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―35．7―48．4―1：01．7―1：14．7―1：27．0―1：39．3―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネコタイショウ �
�
父 サムライハート �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2012．6．9 函館中止

2010．4．6生 牡3鹿 母 パ シ ェ ン テ 母母 オトメザトップ 10戦1勝 賞金 12，300，000円
〔競走中止〕 リッチラヴィーニュ号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔その他〕 カミングアップ号は，4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。
※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 ナリタアップスター号・ペタラ号

11016 4月7日 雨 重 （25福島1）第2日 第4競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走11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

612 タイセイゼニス 牝3黒鹿54 吉田 隼人田中 成奉氏 武藤 善則 日高 藤本ファーム 446＋ 21：11．8 4．9�
713 ミ ニ 牡3黒鹿56 高倉 稜金井 順一氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 464＋ 4 〃 クビ 4．6�
12 ホークインザブルー 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 468＋ 21：11．9クビ 5．6�
11 ロマネクイーン 牝3鹿 54 黛 弘人村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 444－ 41：12．11 95．0�
23 サザンドリーム 牝3芦 54

51 ▲横山 和生南波 壽氏 伊藤 圭三 新冠 武田 修一 426－12 〃 クビ 13．7�
59 クリノエルブルース 牡3芦 56 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 門別牧場 456－ 81：12．31 8．0�
714 アドマイヤノブナガ 牡3鹿 56

54 △中井 裕二近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464－16 〃 クビ 48．2	
815 ワイメアウェーブ 牡3鹿 56 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 478－ 21：12．4クビ 6．6

611 タイキミホクイーン 牝3黒鹿54 江田 照男�大樹ファーム 高木 登 大樹 大樹ファーム 434 ―1：12．61� 27．7�
510 イチマイカンバン 牡3黒鹿56 荻野 琢真スリースターズレーシング 松永 康利 浦河 一珍棒牧場 B478＋141：12．81 35．3
48 アシタハテンキ 牝3黒鹿54 古川 吉洋岩瀨 正志氏 佐藤 吉勝 浦河 昭和牧場 B422－ 8 〃 アタマ 56．6�
36 ミススターレーン 牝3栗 54

51 ▲原田 和真阿部 紀子氏 清水 美波 浦河 大道牧場 390－201：13．11� 150．2�
47 インパクトレディー 牝3芦 54 木幡 初広半沢� 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 424－101：13．41� 69．0�
24 ドミナスイオン 牝3黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠阿部 紀子氏 斎藤 誠 浦河 大道牧場 382 ―1：13．5� 95．0�
816 キネオローズ 牝3鹿 54 津村 明秀ジャパンフードビジネス� 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 460－ 21：13．92� 7．7�
35 ヴィトルオーゾ 牡3黒鹿56 田中 健�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－121：14．43 29．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，280，200円 複勝： 21，401，800円 枠連： 11，501，700円
馬連： 28，281，700円 馬単： 20，442，500円 ワイド： 16，203，800円
3連複： 41，085，500円 3連単： 63，865，600円 計： 216，062，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 160円 � 200円 枠 連（6－7） 630円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 380円 �� 580円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 13，000円

票 数

単勝票数 計 132802 的中 � 21542（2番人気）
複勝票数 計 214018 的中 � 38822（1番人気）� 37630（2番人気）� 25978（3番人気）
枠連票数 計 115017 的中 （6－7） 13528（2番人気）
馬連票数 計 282817 的中 �� 22394（1番人気）
馬単票数 計 204425 的中 �� 7830（1番人気）
ワイド票数 計 162038 的中 �� 11233（1番人気）�� 6830（2番人気）�� 5466（8番人気）
3連複票数 計 410855 的中 ��� 10821（3番人気）
3連単票数 計 638656 的中 ��� 3627（11番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．3―12．3―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．7―47．0―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイゼニス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Forty Niner デビュー 2012．6．30 福島3着

2010．2．13生 牝3黒鹿 母 シーズガットゲイム 母母 Hot Novel 5戦1勝 賞金 8，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時15分に変更。
〔制裁〕 ホークインザブルー号の騎手嶋田純次は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・8番）

アドマイヤノブナガ号の騎手中井裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10
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。
（非抽選馬） 4頭 アグランディール号・エイプリルメロディ号・コスモソーク号・モンモン号



11017 4月7日 雨 不良 （25福島1）第2日 第5競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時40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
1：41．7

良
不良

46 ブライトマーサ 牡3黒鹿 56
54 △中井 裕二�岡崎牧場 矢野 英一 新冠 競優牧場 460＋ 21：47．3 3．7�

814 クリノコトノオー 牡3鹿 56 国分 恭介栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 458－ 21：47．51� 17．4�
59 シルバートーク 牡3芦 56 二本柳 壮加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 480± 01：47．6� 100．2�
11 ヒミノオオタカ 牡3鹿 56 松田 大作佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 486－ 41：47．81� 9．5�
22 � エーシンザヘッド 牡3栗 56 古川 吉洋�栄進堂 大久保龍志 米 Nursery Place

& Partners 486＋141：48．12 4．4	
34 ポッドスター 牡3栗 56 柴山 雄一小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 486－ 21：48．3� 10．0

815� ヒシパシフィック 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次阿部 雅英氏 手塚 貴久 米 Masa-
ichiro Abe 472＋ 21：48．51� 10．8�

713 ダイゴハクリュウ 牡3芦 56 吉田 隼人長谷川光司氏 堀井 雅広 平取 船越 伸也 460± 0 〃 ハナ 39．3�
23 アズマクリスエス 牡3鹿 56 高倉 稜東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 488－ 41：48．82 221．4
47 コンシェルジュ 牝3鹿 54 伊藤 工真細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 470＋ 21：48．9� 104．3�
58 ネコイッチョクセン 牡3黒鹿56 江田 照男桐谷 茂氏 高木 登 新ひだか 土田 和男 B480＋ 21：49．21� 4．3�
35 キクカサンダー 牡3鹿 56 木幡 初広飯島 和吉氏 二ノ宮敬宇 浦河 小倉牧場 440－141：49．3� 115．4�
712 スリーアクシオ 牡3鹿 56 中舘 英二永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 524－ 81：49．4クビ 18．3�
611 トウケイゴールド 牡3鹿 56 藤岡 康太木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 484＋ 6 〃 クビ 18．4�
610 ウインエスペランサ 牡3芦 56 柴田 大知�ウイン 粕谷 昌央 日高 旭 牧場 488－ 41：49．5� 147．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，328，100円 複勝： 24，054，800円 枠連： 8，329，900円
馬連： 26，019，000円 馬単： 18，257，700円 ワイド： 14，511，400円
3連複： 35，124，500円 3連単： 60，095，200円 計： 200，720，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 400円 � 2，900円 枠 連（4－8） 1，350円

馬 連 �� 3，960円 馬 単 �� 5，990円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 8，160円 �� 15，670円

3 連 複 ��� 143，220円 3 連 単 ��� 399，560円

票 数

単勝票数 計 143281 的中 � 30767（1番人気）
複勝票数 計 240548 的中 � 42487（2番人気）� 15009（7番人気）� 1726（13番人気）
枠連票数 計 83299 的中 （4－8） 4568（5番人気）
馬連票数 計 260190 的中 �� 4853（21番人気）
馬単票数 計 182577 的中 �� 2250（29番人気）
ワイド票数 計 145114 的中 �� 3123（15番人気）�� 430（50番人気）�� 223（72番人気）
3連複票数 計 351245 的中 ��� 181（204番人気）
3連単票数 計 600952 的中 ��� 111（794番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―29．8―42．4―55．5―1：07．9―1：20．9―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．4
1
3
・（9，10）15（1，8，12）11，7，6，4，14（2，13）（3，5）・（9，10）（15，12）－（1，8）6（7，11，14）2－（3，4）13－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブライトマーサ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2013．2．16 東京4着

2010．5．12生 牡3黒鹿 母 エルフィンパーク 母母 エルフィンフェザー 3戦1勝 賞金 7，200，000円
〔制裁〕 コンシェルジュ号の騎手伊藤工真は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・5番）

ブライトマーサ号の騎手中井裕二は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・2番）
※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） 6頭 ヴェルフェン号・カシマトウヨウ号・カミーリア号・スリーヨーク号・ティアップロージズ号・ヤマニンクレマ号

11018 4月7日 雨 重 （25福島1）第2日 第6競走 2，000�サラブレッド系4歳以上
発走12時30分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

34 ラクリモーサ 牝4青鹿55 勝浦 正樹 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 430－102：03．8 12．5�
47 インダクティ 牝5黒鹿55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 404－ 22：04．01� 17．0�
11 セ ミ ニ ョ ン 牝5鹿 55

53 △中井 裕二伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン
牧場 456－ 2 〃 クビ 6．3�

23 モスカートローザ 牝5鹿 55 丸田 恭介吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 468－ 82：04．21 14．0�
22 セクシイスイート 牝5鹿 55 高倉 稜平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 496－16 〃 アタマ 71．4	
610� キ ワ ミ 牝4鹿 55

52 ▲原田 敬伍�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 438＋ 22：04．3� 20．3

712� スターリットスカイ 牝5栗 55 藤岡 康太永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 466－ 42：04．4� 9．4�
35 セプタードアイル 牝4黒鹿55 津村 明秀 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 472＋ 22：04．5� 4．9�
46 サイレントクロップ 牝4青鹿55 吉田 隼人 �グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム B508－ 62：04．6� 4．4
815 マイネマキアージュ 牝4黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 430＋ 22：04．92 33．9�
59 ラミアプリマベーラ 牝4栗 55 荻野 琢真岡田 壮史氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 42：05．0� 109．9�
814 ハギノウィッシュ 牝4鹿 55 松山 弘平日隈 良江氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム 506＋22 〃 アタマ 10．4�
611 マイネキャスリーン 牝4黒鹿55 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 22：05．21� 75．5�
713 ピンクジャスミン 牝6鹿 55

52 ▲城戸 義政名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 466＋ 82：05．51� 229．1�
58 インパクトゲーム 牝5黒鹿55 松田 大作 �キャロットファーム 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 460－ 82：07．110 7．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，895，800円 複勝： 25，285，100円 枠連： 8，610，100円
馬連： 28，149，400円 馬単： 18，594，500円 ワイド： 15，400，200円
3連複： 39，496，000円 3連単： 67，689，400円 計： 217，120，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 360円 � 360円 � 220円 枠 連（3－4） 710円

馬 連 �� 9，300円 馬 単 �� 18，200円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 1，340円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 16，360円 3 連 単 ��� 124，580円

票 数

単勝票数 計 138958 的中 � 8768（7番人気）
複勝票数 計 252851 的中 � 17454（7番人気）� 17299（8番人気）� 35186（3番人気）
枠連票数 計 86101 的中 （3－4） 9057（1番人気）
馬連票数 計 281494 的中 �� 2234（42番人気）
馬単票数 計 185945 的中 �� 754（79番人気）
ワイド票数 計 154002 的中 �� 1516（36番人気）�� 2857（16番人気）�� 2604（18番人気）
3連複票数 計 394960 的中 ��� 1782（67番人気）
3連単票数 計 676894 的中 ��� 401（491番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．6―35．5―48．3―1：01．2―1：13．6―1：25．8―1：38．4―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．0
1
3
2，6（8，13）（1，10，14，15）12（5，4）－7－9－3－11
2，6（8，13）（1，10）（5，14，15）（12，4）7，9，3，11

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

勝馬の
紹 介

ラクリモーサ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2011．11．5 東京3着

2009．5．20生 牝4青鹿 母 マニフィカート 母母 ミ ュ ン シ ー 12戦2勝 賞金 18，370，000円



11019 4月7日 雨 重 （25福島1）第2日 第7競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時00分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

35 � ワイルドジョイ 牡6鹿 57
54 ▲長岡 禎仁竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム 460－ 21：10．5 121．2�

611 オウケンハナミズキ 牝4青 55 松田 大作福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 410＋ 21：10．71 34．9�
713� アドマイヤシャドウ 牡4鹿 57 高倉 稜近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 480± 01：10．8� 6．1�
510 ダイワミストレス 牝4黒鹿55 吉田 隼人大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486＋ 8 〃 クビ 2．0�
23 � イッセキニチョウ 牡4鹿 57 勝浦 正樹山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 466＋ 41：10．9� 14．4�
59 マックスストレイン 牡6栗 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 61：11．0� 24．7�
24 カノヤミノリ 牡4芦 57 古川 吉洋神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 460－121：11．1� 12．5	
11 アスターウィング 牡5鹿 57 丸田 恭介加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 452± 01：11．42 44．8

12 テイケイフロックス 牝4黒鹿55 中舘 英二兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 490－101：11．5クビ 6．1�
815 レイズオブザサン 牡4黒鹿 57

54 ▲原田 敬伍吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 458＋ 8 〃 アタマ 17．5�
714 セイルアゲン 牝5鹿 55

53 △嶋田 純次浅川 皓司氏 中野 栄治 新冠 対馬 正 452－ 21：11．82 263．5
36 マ デ イ ラ 牡4栗 57 松山 弘平 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：11．9クビ 18．6�
47 � ウェルトレインド �4鹿 57 鮫島 良太岡田 牧雄氏 中村 均 新冠 村本牧場 454－ 21：12．11 88．9�
48 � トーセンサイクロン 牡4黒鹿 57

55 △中井 裕二島川 �哉氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 500－ 21：12．42 43．2�
816� キンショーダイシ 牡4栗 57 柴山 雄一礒野日出夫氏 星野 忍 日高 中川 欽一 B464－231：12．82� 374．7�
612� ド ウ デ ス 牡4栗 57 津村 明秀星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 492－381：14．18 34．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，448，700円 複勝： 22，397，400円 枠連： 9，105，400円
馬連： 27，093，200円 馬単： 22，187，800円 ワイド： 14，789，100円
3連複： 39，927，900円 3連単： 74，899，400円 計： 226，848，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 12，120円 複 勝 � 2，100円 � 890円 � 240円 枠 連（3－6） 7，520円

馬 連 �� 104，140円 馬 単 �� 186，080円

ワ イ ド �� 19，530円 �� 13，070円 �� 3，150円

3 連 複 ��� 387，730円 3 連 単 ��� 4，251，990円

票 数

単勝票数 計 164487 的中 � 1070（14番人気）
複勝票数 計 223974 的中 � 2438（14番人気）� 6105（10番人気）� 30494（2番人気）
枠連票数 計 91054 的中 （3－6） 894（26番人気）
馬連票数 計 270932 的中 �� 192（101番人気）
馬単票数 計 221878 的中 �� 88（186番人気）
ワイド票数 計 147891 的中 �� 185（93番人気）�� 277（78番人気）�� 1173（35番人気）
3連複票数 計 399279 的中 ��� 76（385番人気）
3連単票数 計 748994 的中 ��� 13（2542番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．7―11．9―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．8―46．7―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ワイルドジョイ �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 サクラトウコウ

2007．2．10生 牡6鹿 母 ス テ ラ モ ア 母母 ダイアノースモアー 13戦1勝 賞金 8，700，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドウデス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月7日まで平地競走に出

走できない。

11020 4月7日 雨 不良 （25福島1）第2日 第8競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

47 トウショウギフト 牡4鹿 57 吉田 隼人トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508－121：45．5 3．8�
814 エーシンデューク 牡4青鹿57 丸田 恭介�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 492＋ 41：46．24 8．1�
22 � シルクプラズマ 牡5黒鹿57 松田 大作有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 462－ 61：46．41 6．9�
46 シルクアポロン 牡4鹿 57 松山 弘平有限会社シルク池添 兼雄 新ひだか マークリ牧場 510± 01：46．5� 3．6�
59 ミッキークリスエス 牡4黒鹿57 高倉 稜野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 522± 0 〃 クビ 6．3�
713� テンエイエンドレス 牡4黒鹿57 荻野 琢真熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 508－ 11：46．6� 175．5	
11 � ア リ ア ー ヌ 牝4鹿 55 木幡 初広岩﨑 僖澄氏 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 446－ 61：46．92 53．6

611� スカイノレイ 牝5青鹿 55

52 ▲横山 和生江 賦晨氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：47．75 104．5�
23 � ニットウミューズ 牝5鹿 55

53 △嶋田 純次藤井 謙氏 大和田 成 浦河 日東牧場 498－131：47．91� 172．1�
815� メイショウイチフジ 牡4鹿 57 国分 恭介松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 三嶋牧場 470－ 71：48．0クビ 55．0
58 � ヴァリュービジョン 牡4黒鹿57 伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 村上 雅規 498＋ 31：48．1� 23．6�
34 マリーアルーア 牝4栗 55 勝浦 正樹伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 478＋ 2 〃 ハナ 22．1�
610� ヤマノクリスタル 牝4青鹿55 西村 太一山住れい子氏 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 448－171：49．59 99．5�
712 ドラケンスバーグ 牡4黒鹿57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：50．45 13．4�
35 � グランヴァン 牡4鹿 57

55 △中井 裕二�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 474－ 81：50．93 15．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 13，757，100円 複勝： 20，377，800円 枠連： 10，088，200円
馬連： 26，666，000円 馬単： 18，174，400円 ワイド： 14，195，100円
3連複： 37，566，500円 3連単： 62，295，700円 計： 203，120，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 230円 � 180円 枠 連（4－8） 640円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 650円 �� 460円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 12，190円

票 数

単勝票数 計 137571 的中 � 28550（2番人気）
複勝票数 計 203778 的中 � 35762（2番人気）� 21817（5番人気）� 30252（3番人気）
枠連票数 計 100882 的中 （4－8） 11654（2番人気）
馬連票数 計 266660 的中 �� 11775（7番人気）
馬単票数 計 181744 的中 �� 4580（11番人気）
ワイド票数 計 141951 的中 �� 5349（8番人気）�� 7865（3番人気）�� 5372（7番人気）
3連複票数 計 375665 的中 ��� 12846（5番人気）
3連単票数 計 622957 的中 ��� 3774（25番人気）

ハロンタイム 7．0―10．6―11．1―12．6―13．3―12．9―12．6―12．7―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―28．7―41．3―54．6―1：07．5―1：20．1―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．0
1
3
・（4，5）－6，12（8，10）（7，15）9（2，13，14）1，11，3・（4，6，14）（7，12）13（5，9）（10，15）2（8，1，11）－3

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

勝馬の
紹 介

トウショウギフト �
�
父 カリズマティック �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2011．10．9 東京3着

2009．3．10生 牡4鹿 母 ウイッチトウショウ 母母 サマンサトウショウ 13戦2勝 賞金 18，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランヴァン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月7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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 キョウエイショウリ号・キングモンブラン号・バイザルーマー号・ファンタズミック号



11021 4月7日 雨 不良 （25福島1）第2日 第9競走 1，150�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

35 ミラクルピッチ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか 土居 忠吉 460＋ 21：08．2 13．3�
714 クラウンカイザー 牡4黒鹿57 柴山 雄一矢野 悦三氏 大根田裕之 新冠 奥山 博 488－ 2 〃 クビ 19．0�
36 トウカイチャーム 牡5栗 57

55 △嶋田 純次内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 478＋ 61：08．51� 4．9�
12 コスモイルダーナ 牡6青鹿57 柴田 大知岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 482＋ 21：08．6クビ 14．3�
23 � メイショウクロシオ 牡5鹿 57

55 △中井 裕二松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 466－12 〃 クビ 21．9�
47 � ロクイチスマイル 牝4芦 55

52 ▲横山 和生栗本 博晴氏 奥平 雅士 新冠 川上 悦夫 494＋ 41：08．81� 13．0�
815� ガ ル ホ ー ム 牡4栗 57 江田 照男國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 長谷部牧場 478－101：08．9クビ 68．8	
48 � コーリンハッピー 牝5芦 55 宮崎 北斗伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 470＋ 61：09．0� 16．2

612 ワキノネクサス 牝4鹿 55 国分 恭介脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 424± 01：09．1� 61．4�
611� フランキンセンス 牡6鹿 57 丸田 恭介加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム 548＋ 61：09．2� 7．1�
510 マッシヴヒーロー 牡4鹿 57 松山 弘平小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 448－ 6 〃 ハナ 2．5
11 � ア マ レ ッ ト 牝5鹿 55 伊藤 工真�イージス 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 442－231：09．3� 83．4�
24 ナムラビーム 牝4芦 55 津村 明秀奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 458－ 21：09．4� 15．0�
713 プラッキーエリーナ 牝4栗 55

52 ▲山崎 亮誠井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 454－ 8 〃 ハナ 93．1�
816 コウヨウゼウス 牡4芦 57

54 ▲長岡 禎仁寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 474－ 81：09．82� 139．2�
59 ニシノラメール 牝5鹿 55 西村 太一西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 472－ 8 〃 クビ 146．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，870，700円 複勝： 29，946，800円 枠連： 13，501，800円
馬連： 41，949，500円 馬単： 29，819，300円 ワイド： 21，330，700円
3連複： 62，292，800円 3連単： 104，198，000円 計： 321，909，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 310円 � 420円 � 190円 枠 連（3－7） 3，590円

馬 連 �� 13，070円 馬 単 �� 26，710円

ワ イ ド �� 2，900円 �� 920円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 20，820円 3 連 単 ��� 185，750円

票 数

単勝票数 計 188707 的中 � 11202（5番人気）
複勝票数 計 299468 的中 � 24305（4番人気）� 16477（8番人気）� 51681（2番人気）
枠連票数 計 135018 的中 （3－7） 2777（17番人気）
馬連票数 計 419495 的中 �� 2369（41番人気）
馬単票数 計 298193 的中 �� 824（85番人気）
ワイド票数 計 213307 的中 �� 1755（38番人気）�� 5905（9番人気）�� 4293（16番人気）
3連複票数 計 622928 的中 ��� 2209（75番人気）
3連単票数 計1041980 的中 ��� 414（557番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―11．0―11．8―12．4―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミラクルピッチ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Nashwan デビュー 2011．8．14 新潟6着

2009．3．16生 牝4黒鹿 母 ラウドヴォイス 母母 Sweetly 12戦2勝 賞金 18，300，000円

11022 4月7日 雨 不良 （25福島1）第2日 第10競走 ��1，800�
い い も り や ま

飯 盛 山 特 別
発走14時40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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：44．1

良
良

812 ローレルソラン 牡5鹿 57 吉田 隼人 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 474＋181：51．7 15．5�
811 シュピッツェ 牝4鹿 55 勝浦 正樹吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 466－ 61：51．8� 7．9�
79 マイネルナタリス 牡6黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 468－ 41：52．01 16．8�
710 サトノプレジデント �4黒鹿57 古川 吉洋里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 482＋ 4 〃 クビ 3．5�
68 スーパーボルト �4栗 57 嶋田 純次浜野順之助氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 516＋ 61：52．53 97．7�
11 エーブフウジン 牡5栗 57 中舘 英二 �レーシングホース

ジャパン 高橋 文雅 新ひだか ダイイチ牧場 B474－ 81：52．6クビ 5．2	
22 キタサンパイロット 牡4鹿 57 藤岡 康太
大野商事 清水 久詞 新ひだか 木田 祐博 458－ 8 〃 アタマ 21．1�
67 クリノメダリスト 牝7栗 55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 440± 0 〃 アタマ 19．7�
44 ア ロ ヒ ラ ニ 牡4黒鹿57 丸田 恭介 
キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 454± 01：52．81� 3．1
55 ゴットラウディー 牡5鹿 57 津村 明秀後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 476＋201：53．12 11．6�
33 デルマビシャモン 牡4鹿 57 高倉 稜浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 444－ 51：53．2	 149．1�
56 
 オンワードナスキー 牡4栗 57 黛 弘人中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 448＋ 21：54．58 174．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，512，100円 複勝： 30，304，000円 枠連： 12，683，200円
馬連： 43，241，600円 馬単： 28，340，400円 ワイド： 19，693，000円
3連複： 57，459，100円 3連単： 113，673，400円 計： 323，906，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 340円 � 240円 � 330円 枠 連（8－8） 4，270円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 9，540円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 1，790円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 11，230円 3 連 単 ��� 80，820円

票 数

単勝票数 計 185121 的中 � 9422（6番人気）
複勝票数 計 303040 的中 � 22530（6番人気）� 36345（4番人気）� 23937（5番人気）
枠連票数 計 126832 的中 （8－8） 2194（16番人気）
馬連票数 計 432416 的中 �� 7429（21番人気）
馬単票数 計 283404 的中 �� 2194（41番人気）
ワイド票数 計 196930 的中 �� 4260（19番人気）�� 2668（28番人気）�� 4379（16番人気）
3連複票数 計 574591 的中 ��� 3778（45番人気）
3連単票数 計1136734 的中 ��� 1038（281番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．5―12．8―12．8―12．9―12．7―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―36．6―49．4―1：02．2―1：15．1―1：27．8―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．6
1
3
12（3，6）（4，10）（1，5）－9（7，11）－8－2
12－6（3，10）（1，4，5）9（7，8，11）－2

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

勝馬の
紹 介

ローレルソラン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Gulch デビュー 2010．11．28 東京4着

2008．3．17生 牡5鹿 母 ソ ラ ー ラ 母母 Mount Helena 18戦2勝 賞金 30，030，000円



11023 4月7日 雨 不良 （25福島1）第2日 第11競走 ��2，000�福 島 民 報 杯
発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：55�，牝馬2�減，収得
賞金1，000万円超過馬は超過額1，100万円毎1�増，�：55�，牝馬2�減，GⅠ競走1
着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�増，GⅢ競走1着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

福島民報社長賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

612 マイネルラクリマ 牡5栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 480－ 82：02．3 6．4�

714 マックスドリーム �6青鹿56 古川 吉洋山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 526－242：02．93� 15．2�
11 キョウエイストーム 牡8芦 57 丸田 恭介田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 444＋ 22：03．0� 18．8�
713 サトノタイガー 牡5黒鹿56 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 468－ 62：03．1	 20．6�
815 ダノンスパシーバ 牡6鹿 56 藤岡 康太�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 510＋ 82：03．2� 5．9�
59 トップカミング �7黒鹿55 柴山 雄一	コオロ 萱野 浩二 浦河 木戸口牧場 450－102：03．41 26．0

23 ス ピ リ タ ス �8栗 56 高倉 稜 	キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム 446± 0 〃 アタマ 16．0�
47 マルカボルト 牡6黒鹿56 吉田 隼人河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 494＋ 4 〃 アタマ 3．9�
12 スズジュピター 牡8黒鹿56 江田 照男小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム 476－ 62：03．82� 128．4
36 ドリームセーリング 牡6栗 56 松田 大作セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 478＋ 42：03．9� 10．5�
48 リッツィースター �6鹿 56 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 488± 02：04．0� 130．7�
611 デ ル フ ォ イ 牡7鹿 56 中舘 英二 	社台レースホース長浜 博之 新冠 追分ファーム 472－ 42：04．31	 8．3�
510 ミッキーパンプキン 牡7鹿 56 松山 弘平野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム 460＋102：04．4� 13．3�
35 モ ズ 牡6青 55 国分 恭介�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 B476－ 62：04．72 17．1�
24 エイシンオスマン 牡5鹿 55 勝浦 正樹�栄進堂 坂口 正則 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング 472＋ 22：04．91 27．8�
816 サニーサンデー 牡7栗 55 黛 弘人宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 492± 02：07．4大差 172．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，906，100円 複勝： 50，939，800円 枠連： 34，220，200円
馬連： 140，869，900円 馬単： 72，067，000円 ワイド： 50，014，700円
3連複： 194，085，200円 3連単： 328，595，800円 計： 904，698，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 270円 � 500円 � 480円 枠 連（6－7） 1，690円

馬 連 �� 5，700円 馬 単 �� 10，260円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 1，810円 �� 4，150円

3 連 複 ��� 33，760円 3 連 単 ��� 162，210円

票 数

単勝票数 計 339061 的中 � 42337（3番人気）
複勝票数 計 509398 的中 � 56709（3番人気）� 25168（9番人気）� 26469（8番人気）
枠連票数 計 342202 的中 （6－7） 14994（7番人気）
馬連票数 計1408699 的中 �� 18265（26番人気）
馬単票数 計 720670 的中 �� 5186（41番人気）
ワイド票数 計 500147 的中 �� 6495（27番人気）�� 6865（22番人気）�� 2926（60番人気）
3連複票数 計1940852 的中 ��� 4243（130番人気）
3連単票数 計3285958 的中 ��� 1495（565番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．3―34．8―47．0―59．5―1：12．0―1：24．8―1：37．7―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．5
1
3
6－（4，5）7（9，10）（8，12）2（11，13）（1，3，16）－（14，15）
6（4，5）7（9，8）（10，11）（2，12，13）（1，14）3，16，15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルラクリマ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．6．26 函館1着

2008．2．20生 牡5栗 母 ティアドロップス 母母 パイナップルスター 15戦4勝 賞金 143，060，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サニーサンデー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月7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 アスカクリチャン号・セイクリッドバレー号・ニシノメイゲツ号

11024 4月7日 雨 不良 （25福島1）第2日 第12競走 ��1，200�
き た か た

喜 多 方 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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

714�� スピアナート 牝4鹿 55 松山 弘平有限会社シルク鮫島 一歩 米 Shadai Cor-
poration 448－241：10．7 22．1�

816 マイネサヴァラン 牝4青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 61：11．23 15．5�

24 モエレフルール 牝4黒鹿55 丸田 恭介中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 484＋ 2 〃 アタマ 3．7�
611 パシオンルージュ 牝5鹿 55 津村 明秀吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 468－12 〃 ハナ 9．2�
612� ツキミハナミ 牡4芦 57 中井 裕二木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 本桐牧場 464－ 41：11．3� 15．0�
23 � テストマッチ 牡4鹿 57 国分 恭介近藤 英子氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 512－ 11：11．51� 11．2	
59 エーティーガンダム 牡5栗 57 鮫島 良太荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 470± 01：11．6	 83．7

11 アンゲネーム 
5鹿 57 藤岡 康太�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 472＋ 81：11．7クビ 12．9�
48 タイヨウパフューム 牝5鹿 55 高倉 稜小野田健治氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 386－ 21：11．8� 16．5�
510 コスモルミナス 牡4栗 57 吉田 隼人 ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 浦河 笹地牧場 470＋ 21：11．9� 32．4�
713 ミッキーホワイト 牡5黒鹿57 古川 吉洋野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 498＋ 41：12．0� 9．9�
36 ジャストザブレイン 牡4鹿 57 松田 大作ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 浦河 有限会社

吉田ファーム 464＋ 6 〃 クビ 5．3�
815 アズマスターフィー 牡4黒鹿57 江田 照男東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 476± 01：12．1� 38．9�
47 � シセイギンガ 牡7青 57 柴山 雄一猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 456＋101：12．2	 62．5�
35 � ドクトルコスモ 牝4栗 55 的場 勇人湯澤 寛氏 松永 康利 浦河 畔高牧場 422－ 81：12．3クビ 63．1�
12 クレムリンシチー 牡6栗 57 木幡 初広 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム 526± 01：12．72� 11．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，119，500円 複勝： 38，813，100円 枠連： 24，737，300円
馬連： 68，560，900円 馬単： 41，204，000円 ワイド： 31，391，300円
3連複： 100，112，600円 3連単： 174，058，700円 計： 503，997，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 720円 � 460円 � 180円 枠 連（7－8） 2，830円

馬 連 �� 13，460円 馬 単 �� 27，080円

ワ イ ド �� 3，830円 �� 1，310円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 18，890円 3 連 単 ��� 165，970円

票 数

単勝票数 計 251195 的中 � 8962（11番人気）
複勝票数 計 388131 的中 � 11646（12番人気）� 19634（8番人気）� 77762（1番人気）
枠連票数 計 247373 的中 （7－8） 6472（14番人気）
馬連票数 計 685609 的中 �� 3761（61番人気）
馬単票数 計 412040 的中 �� 1123（115番人気）
ワイド票数 計 313913 的中 �� 1960（55番人気）�� 5979（12番人気）�� 7456（8番人気）
3連複票数 計1001126 的中 ��� 3913（63番人気）
3連単票数 計1740587 的中 ��� 774（610番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．5―12．1―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．7―46．8―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．0
3 11，14（16，15）4－（3，10，9）5（1，12）13（2，6）8－7 4 ・（11，14）16（4，15）（3，9）（1，10，12，6）（5，13）2，8，7

勝馬の
紹 介

�
�
スピアナート �

�
父 Bernstein �

�
母父 Fairy King

2009．2．28生 牝4鹿 母 Tadwiga 母母 Euromill 6戦1勝 賞金 11，190，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 キボウダクリチャン号・クィンビークイーン号・ディザイラブル号・ユキノアイオロス号
（非抽選馬） 8頭 アフロディシアス号・ヴェリタスローズ号・サウンドマンデュロ号・タニノマイルストン号・パワフルキリシマ号・

マヤステッラ号・ミヤコライジング号・レーガン号

３レース目



（25福島1）第2日 4月7日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 180頭 本 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 手 当

173，990，000円
6，930，000円
1，770，000円
15，730，000円
61，778，000円
4，680，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
205，086，500円
325，801，200円
158，152，200円
500，607，600円
323，174，200円
237，130，100円
711，590，800円
1，223，202，900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 3，684，745，500円

総入場人員 9，534名 （有料入場人員 7，577名）
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