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11049 4月26日 晴 良 （26福島1）第5日 第1競走 ��1，150�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

23 サンレイクウッド 牡3鹿 56
55 ☆菱田 裕二加藤 信之氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 506－ 41：09．2 5．5�

24 アイノデンドウシ 牡3鹿 56 後藤 浩輝國分 純氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 398－ 6 〃 クビ 4．7�
815 ラヴァーサクラ 牝3鹿 54 柴山 雄一伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 496－101：09．3クビ 9．5�
611 ミスズモンブラン 牡3栗 56 国分 恭介永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 476＋ 61：09．62 20．8�
47 キーアイテム 牡3鹿 56 戸崎 圭太北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 458－ 21：09．81� 6．2�
12 ウェイトアンドシー 牡3黒鹿56 黛 弘人岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 486－ 2 〃 クビ 3．7�
11 セイスナッピー 牡3栗 56 川須 栄彦金田 成基氏 服部 利之 日高 浜本牧場 486± 01：09．9クビ 16．1	
35 ヒシイパネマ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼阿部 雅英氏 角田 晃一 浦河 中村 雅明 486＋ 2 〃 クビ 103．8

36 ワンダーライツ 牝3黒鹿54 藤岡 康太山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか 米田牧場 B462＋ 21：10．32� 16．9�
713 コウヨウシャトー 牡3芦 56 柴田 善臣寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 448－ 21：10．4� 12．4�
714 ファイナルダンサー 牡3鹿 56 松田 大作桂土地 五十嵐忠男 日高 小西 章 442＋ 21：11．14 186．0�
510 ハクユウジャック 牡3栗 56 中舘 英二 H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか キヨミネ牧場 444－121：11．2� 98．0�
59 アルレジェンヌ 牝3鹿 54

51 ▲小崎 綾也 �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 456＋ 21：11．3� 28．5�
612 エランバイタル 牝3黒鹿54 宮崎 北斗吉田喜代司氏 中川 公成 新ひだか 田中 春美 B462＋ 61：11．72� 224．0�
48 ターンザタッセル 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 豊洋牧場 474 ―1：12．65 104．3�

816 レッドアンコール 牝3栗 54
51 ▲石川裕紀人�コオロ 萱野 浩二 新冠 森永 聡 396－141：13．23� 220．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，501，400円 複勝： 26，902，700円 枠連： 7，740，700円
馬連： 26，567，700円 馬単： 17，002，000円 ワイド： 15，401，500円
3連複： 40，038，100円 3連単： 59，726，200円 計： 206，880，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 180円 � 160円 � 310円 枠 連（2－2） 1，290円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 450円 �� 870円 �� 970円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 21，320円

票 数

単勝票数 計 135014 的中 � 19509（3番人気）
複勝票数 計 269027 的中 � 41754（3番人気）� 50728（2番人気）� 18796（6番人気）
枠連票数 計 77407 的中 （2－2） 4461（5番人気）
馬連票数 計 265677 的中 �� 18323（3番人気）
馬単票数 計 170020 的中 �� 5255（6番人気）
ワイド票数 計 154015 的中 �� 8969（3番人気）�� 4245（12番人気）�� 3767（13番人気）
3連複票数 計 400381 的中 ��� 6403（14番人気）
3連単票数 計 597262 的中 ��� 2068（47番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―11．6―12．0―12．2―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．3―31．9―43．9―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンレイクウッド �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．11．23 京都2着

2011．4．30生 牡3鹿 母 テーオーグレース 母母 ラシアンメアリー 5戦1勝 賞金 10，300，000円
〔制裁〕 ウェイトアンドシー号の騎手黛弘人は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アイファーマシェリ号・エストデスティネ号・シゲルオウミ号・パープルフレックス号
（非抽選馬） 2頭 アジャーニ号・ダイヤハート号

11050 4月26日 晴 良 （26福島1）第5日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （芝・右）

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

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

59 ホワイトマニキュア 牝3芦 54
51 ▲木幡 初也吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450－ 82：02．3 10．5�

48 マイネボニータ 牝3栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 400－ 6 〃 ハナ 3．1�

816 アンナミルト 牝3黒鹿54 石橋 脩 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 448－ 62：02．83 3．5�
23 ヒルデガルト 牝3栗 54 吉田 隼人海谷 幸司氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 426± 02：03．01� 5．9�
815 マイネソルプレーザ 牝3栗 54 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 432－ 62：03．1� 163．8	
24 トーセンプリエール 牝3青鹿54 柴田 善臣島川 
哉氏 菅原 泰夫 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 462－ 4 〃 ハナ 27．5�
36 ロ セ ウ ス 牝3鹿 54 吉田 豊吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 402－ 82：03．2� 177．4�
11 キクノブランカ 牝3鹿 54 藤岡 康太菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 福田牧場 422 ―2：03．83� 45．0
713 マロンブーケ 牝3栗 54 丸田 恭介保坂 和孝氏 木村 哲也 日高 オリオンファーム 466－16 〃 ハナ 13．0�
12 トゥーレドゥー 牝3鹿 54 西村 太一 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 浦河 富田牧場 430± 0 〃 クビ 210．0�
714 モ ン シ ェ ル 牝3鹿 54 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 畠山 吉宏 新ひだか カントリー牧場 370－102：04．22� 335．5�
612 ミヤビソーダライト 牝3黒鹿54 後藤 浩輝村上 義勝氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 448－162：04．3クビ 9．6�
611 ヘヴンリーシチー 牝3青 54 嶋田 純次 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 幾千世牧場 414－ 22：05．57 27．0�
47 キスカラハジメヨウ 牝3鹿 54 浜中 俊�ビリオンスター尾関 知人 千歳 社台ファーム 394－ 62：05．6� 12．9�
35 アキノムーン 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政穐吉 正孝氏 蛯名 利弘 浦河 秋場牧場 404－102：05．81� 379．1�
510 ノ ア ポ ル テ 牝3鹿 54 中舘 英二佐山 公男氏 堀井 雅広 新ひだか 水上 習孝 B440－ 22：07．5大差 113．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，324，200円 複勝： 23，584，600円 枠連： 6，868，500円
馬連： 20，275，300円 馬単： 13，975，000円 ワイド： 12，084，700円
3連複： 29，472，800円 3連単： 44，366，500円 計： 163，951，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 240円 � 150円 � 160円 枠 連（4－5） 1，520円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 570円 �� 660円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 19，550円

票 数

単勝票数 計 133242 的中 � 10027（5番人気）
複勝票数 計 235846 的中 � 21826（5番人気）� 50239（1番人気）� 40511（2番人気）
枠連票数 計 68685 的中 （4－5） 3346（7番人気）
馬連票数 計 202753 的中 �� 8453（5番人気）
馬単票数 計 139750 的中 �� 2230（20番人気）
ワイド票数 計 120847 的中 �� 5036（5番人気）�� 4230（7番人気）�� 11685（1番人気）
3連複票数 計 294728 的中 ��� 10440（3番人気）
3連単票数 計 443665 的中 ��� 1675（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―35．1―47．7―1：01．0―1：14．1―1：26．2―1：38．3―1：50．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホワイトマニキュア �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．19 東京17着

2011．5．2生 牝3芦 母 マニックサンデー 母母 バブルプロスペクター 6戦1勝 賞金 6，500，000円
〔制裁〕 マイネボニータ号の騎手和田竜二は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノアポルテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月26日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サクラヴィオーラ号・ロイヤルベビー号

第１回 福島競馬 第５日



11051 4月26日 晴 良 （26福島1）第5日 第3競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走10時45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

34 メリーウィドウ 牝3鹿 54 吉田 豊有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 502＋121：47．5 3．6�
11 サウザンドエース 牡3芦 56 戸崎 圭太吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 508＋ 21：48．13� 2．7�
610 ジェイケイニュース 牡3栗 56 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 456－101：48．31� 27．6�
815 ゼンノブショウ 牡3鹿 56 川須 栄彦大迫久美子氏 高橋 文雅 浦河 杵臼斉藤牧場 444＋101：48．62 8．3�
713 ジャマスルナ 牡3黒鹿56 後藤 浩輝小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B476－ 41：48．7	 12．5�
47 フクノゲイボルグ 牡3芦 56 丹内 祐次福島 実氏 岩戸 孝樹 日高 瀬戸牧場 464± 01：48．91 19．9�
22 スリーケーザル 牡3栗 56

53 ▲小崎 綾也永井商事	 村山 明 浦河 信岡牧場 484＋ 21：49．21	 138．6

58 ピュアエクセル 牝3鹿 54 松田 大作山住 勲氏 須貝 尚介 えりも エクセルマネジメント 464－ 41：49．62� 19．3�
712 ターゲットバスター 牝3青 54

51 ▲伴 啓太古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 446＋ 41：49．7クビ 56．9�
59 ガ ラ ハ ッ ド 
3青鹿56 黛 弘人岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 418－101：49．91� 61．9
23 デ イ ラ イ ト 牡3鹿 56 中舘 英二窪田 康志氏 武藤 善則 安平 追分ファーム B476± 01：50．0クビ 84．9�
814 ラ ラ ラ 牝3鹿 54 柴田 未崎�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 430＋ 41：50．32 386．7�
46 レオパイレーツ 牡3鹿 56 吉田 隼人	レオ 尾形 和幸 新冠 芳住 鉄兵 450＋ 41：50．4クビ 28．6�
611 モントランブラン 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 504± 01：50．5� 75．8�

35 ダンツトーラス 牡3栗 56
53 ▲岩崎 翼山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 水上 習孝 500－ 81：50．92� 5．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，420，200円 複勝： 27，903，000円 枠連： 8，327，600円
馬連： 23，201，000円 馬単： 17，275，400円 ワイド： 14，189，100円
3連複： 34，817，300円 3連単： 54，609，000円 計： 197，742，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 140円 � 490円 枠 連（1－3） 360円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，370円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 5，040円 3 連 単 ��� 22，560円

票 数

単勝票数 計 174202 的中 � 38544（2番人気）
複勝票数 計 279030 的中 � 53692（2番人気）� 68002（1番人気）� 9868（9番人気）
枠連票数 計 83276 的中 （1－3） 17089（1番人気）
馬連票数 計 232010 的中 �� 24443（1番人気）
馬単票数 計 172754 的中 �� 8431（2番人気）
ワイド票数 計 141891 的中 �� 14312（1番人気）�� 2326（20番人気）�� 3030（14番人気）
3連複票数 計 348173 的中 ��� 5107（18番人気）
3連単票数 計 546090 的中 ��� 1787（58番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―11．6―12．9―13．3―12．5―12．9―13．0―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―29．9―42．8―56．1―1：08．6―1：21．5―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メリーウィドウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．9．8 中山4着

2011．3．21生 牝3鹿 母 ウエディングメリー 母母 ジュエルダンサー 6戦1勝 賞金 10，850，000円
〔制裁〕 ターゲットバスター号の騎手伴啓太は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・15番・7番）

11052 4月26日 晴 良 （26福島1）第5日 第4競走 2，770�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時15分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：00．1良

711 ソ ン ブ レ ロ 牡4鹿 59 高田 潤谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 474＋ 63：03．1 3．7�
814� トーセンレインボー 牝4栗 57 浜野谷憲尚島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 470＋ 4 〃 ハナ 9．4�
34 ドリームピース 牡5栗 60 草野 太郎セゾンレースホース� 畠山 吉宏 安平 追分ファーム 482± 03：03．73� 10．9�
57 � プロジェクトブルー 牡7鹿 60 石神 深一 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 518＋ 63：03．8� 20．3�
610 キープトライン 牡4鹿 59 横山 義行岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B476－ 43：04．54 3．4	
11 カワキタバルク 牡5青鹿60 小野寺祐太川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 474－ 83：06．3大差 88．5

58 メイショウタービン 牡5鹿 60 難波 剛健松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 458－ 43：07．25 4．4�
33 ジーブラック 牝4芦 57 黒岩 悠�グランプリ 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 432－ 63：07．41� 17．3�
22 ダムールフォンテン 牡4青鹿59 蓑島 靖典吉橋 計氏 高橋 裕 えりも 寺井 文秀 526± 03：08．89 105．1
69 � ヴァリュービジョン �5黒鹿60 五十嵐雄祐 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 村上 雅規 486－ 23：09．65 30．9�
45 ミ ニ 牡4黒鹿59 植野 貴也宮田 守氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 478± 03：10．66 42．6�
712 ティリアンパープル 牝4鹿 57 金子 光希飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 446± 03：17．8大差 81．9�
46 サニーロック 牝4黒鹿57 高野 和馬宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 452＋ 83：21．2大差 52．4�
813 ゲットハッピー 牡6黒鹿60 林 満明�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 474－ 6 （競走中止） 18．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 10，319，500円 複勝： 15，905，400円 枠連： 7，472，700円
馬連： 17，595，000円 馬単： 13，392，300円 ワイド： 9，439，400円
3連複： 28，181，300円 3連単： 44，377，200円 計： 146，682，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 220円 � 300円 枠 連（7－8） 1，550円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 830円 �� 740円 �� 940円

3 連 複 ��� 5，320円 3 連 単 ��� 24，930円

票 数

単勝票数 計 103195 的中 � 22239（2番人気）
複勝票数 計 159054 的中 � 34430（1番人気）� 17923（4番人気）� 11618（5番人気）
枠連票数 計 74727 的中 （7－8） 3563（9番人気）
馬連票数 計 175950 的中 �� 5700（9番人気）
馬単票数 計 133923 的中 �� 2558（13番人気）
ワイド票数 計 94394 的中 �� 2799（11番人気）�� 3201（9番人気）�� 2463（12番人気）
3連複票数 計 281813 的中 ��� 3910（16番人気）
3連単票数 計 443772 的中 ��� 1314（68番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 52．6－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソ ン ブ レ ロ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2012．8．5 札幌4着

2010．2．22生 牡4鹿 母 タニノローゼ 母母 タニノホロホロ 障害：4戦1勝 賞金 9，500，000円
〔競走中止〕 ゲットハッピー号は，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。
〔制裁〕 キープトライン号の騎手横山義行は，1周目4コーナーで内側に斜行したことについて平成26年5月3日から平成26年5月11日

まで騎乗停止。（被害馬：8番）
ソンブレロ号の騎手高田潤は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



11053 4月26日 晴 良 （26福島1）第5日 第5競走 ��3，380�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時05分 （ 芝 ）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：44．6良

711 ビービーラッシュ 牡4芦 59 五十嵐雄祐�坂東牧場 田中 剛 新冠 中本牧場 484＋103：44．8 46．6�
69 カシマシンセイ 牡5鹿 61 山本 康志松浦 一久氏 奥村 武 浦河 大西ファーム 512－ 23：45．65 8．0�
44 ニジブルーム 牡6芦 60 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 492－ 43：45．81� 2．8�
45 アドマイヤツバサ 牡7青鹿61 高田 潤近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 470－ 23：46．33 3．8�
22 リリースバージョン 牡7鹿 60 横山 義行薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 476＋ 43：46．4クビ 80．4�
33 ミヤコデラックス 牡5鹿 60 上野 翔吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B470＋143：47．78 78．4	
57 テイエムブユウデン 牡7鹿 61 林 満明竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 480－ 43：47．91� 19．0

56 テンジンキヨモリ 牡4青鹿59 江田 勇亮白井 岳氏 武井 亮 浦河 赤田牧場 480－ 8 〃 ハナ 32．1�
813 フリーダムシチー 牡5栗 60 草野 太郎 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 幾千世牧場 444± 0 〃 ハナ 21．5
68 オウケンウッド 牡6芦 60

60．5 R．エノン 福井 明氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 462－ 43：48．22 9．4�
（豪）

11 サンレイランキング 牡7鹿 60 難波 剛健永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 466＋ 4 （競走中止） 16．9�
710 レッドアーヴィング �5栗 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486－ 2 （競走中止） 6．5�
812 シャイニーデザート 牡8黒鹿60 浜野谷憲尚小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 532＋ 2 （競走中止） 51．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，106，400円 複勝： 19，337，900円 枠連： 9，984，700円
馬連： 20，752，100円 馬単： 17，351，500円 ワイド： 12，293，300円
3連複： 33，897，300円 3連単： 59，717，900円 計： 187，441，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，660円 複 勝 � 980円 � 220円 � 130円 枠 連（6－7） 1，190円

馬 連 �� 9，530円 馬 単 �� 28，590円

ワ イ ド �� 2，930円 �� 2，150円 �� 400円

3 連 複 ��� 12，100円 3 連 単 ��� 140，810円

票 数

単勝票数 計 141064 的中 � 2390（10番人気）
複勝票数 計 193379 的中 � 3397（10番人気）� 22462（4番人気）� 55896（1番人気）
枠連票数 計 99847 的中 （6－7） 6243（5番人気）
馬連票数 計 207521 的中 �� 1608（29番人気）
馬単票数 計 173515 的中 �� 448（77番人気）
ワイド票数 計 122933 的中 �� 966（32番人気）�� 1329（24番人気）�� 8530（3番人気）
3連複票数 計 338973 的中 ��� 2068（36番人気）
3連単票数 計 597179 的中 ��� 313（352番人気）
上り 1マイル 1：48．1 4F 55．3－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビービーラッシュ �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 メジロテイターン デビュー 2012．11．10 東京7着

2010．4．30生 牡4芦 母 ダイヤターン 母母 キヨウシンタマヨリ 障害：7戦2勝 賞金 21，900，000円
〔競走中止〕 サンレイランキング号は，2周目5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。

シャイニーデザート号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため2周目3コーナーで競走中止。
レッドアーヴィング号は，競走中に異常歩様となったため2周目1号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

〔制裁〕 オウケンウッド号の騎手R．エノンは，体重の調整ができず公表された負担重量で騎乗できなかったことについて平成26年
4月27日から平成26年5月26日まで騎乗停止。

〔調教再審査〕 レッドアーヴィング号は，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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11054 4月26日 晴 良 （26福島1）第5日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12時40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

34 コスモソーク 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 旭 牧場 550－ 81：45．5 7．8�
58 � マヤノカデンツァ 牡5栗 57 柴山 雄一田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 B474－ 21：45．71� 30．2�
22 � エルヘイロー 牡6黒鹿57 戸崎 圭太吉田 喬氏 二ノ宮敬宇 日高 髙橋 耀代 490± 01：46．12� 9．8�
46 ファイブタブレット 牡4栗 57

56 ☆中井 裕二 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム B488＋ 4 〃 クビ 2．4�
11 カリスマアキラ 牡5栗 57 丸山 元気 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 484－ 21：46．2� 11．8�
35 リキサンイレブン 牡5黒鹿57 江田 照男 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 506－ 81：46．3� 14．1	
59 ゼンノコンゴウ 牡4栗 57 浜中 俊吉田 勝利氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 490－ 81：46．51� 14．9

23 トウカイビジョン 牡4鹿 57 藤岡 康太内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 B482＋ 61：46．71� 7．1�
814 キーコレクション 牡4栗 57 津村 明秀北前孔一郎氏 相沢 郁 新冠 高瀬 敦 456＋ 81：47．01	 71．9�
713 サクラビクトワール 牡4鹿 57 吉田 豊さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 新和牧場 B476－ 41：47．31	 11．4�
610 タマノペルセウス 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 村下 貞憲 508＋ 21：47．4	 15．9�
611 セカイノカナ 牝4芦 55 高倉 稜泉 一郎氏 鈴木 伸尋 新ひだか 坂本牧場 438＋ 21：47．61� 224．4�
815 フューチャステップ 牡4鹿 57 川須 栄彦嶋田 賢氏 池江 泰寿 日高 シンコーファーム 466－ 21：47．81 85．4�
712� バンブーバッジョ 牡4栗 57 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 564－ 41：48．01� 201．7�
47 オウエイバスター 牡6黒鹿57 黛 弘人大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 460＋161：48．1クビ 44．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，395，600円 複勝： 33，350，300円 枠連： 10，315，200円
馬連： 27，070，000円 馬単： 19，307，300円 ワイド： 16，986，200円
3連複： 41，701，300円 3連単： 62，045，400円 計： 229，171，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 240円 � 820円 � 350円 枠 連（3－5） 1，910円

馬 連 �� 11，360円 馬 単 �� 20，840円

ワ イ ド �� 2，630円 �� 1，110円 �� 2，880円

3 連 複 ��� 21，990円 3 連 単 ��� 134，680円

票 数

単勝票数 計 183956 的中 � 18701（3番人気）
複勝票数 計 333503 的中 � 42833（2番人気）� 9249（10番人気）� 24964（5番人気）
枠連票数 計 103152 的中 （3－5） 4000（11番人気）
馬連票数 計 270700 的中 �� 1759（43番人気）
馬単票数 計 193073 的中 �� 684（79番人気）
ワイド票数 計 169862 的中 �� 1571（35番人気）�� 3880（11番人気）�� 1432（39番人気）
3連複票数 計 417013 的中 ��� 1400（77番人気）
3連単票数 計 620454 的中 ��� 340（466番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．1―42．8―55．9―1：08．5―1：20．6―1：32．9

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモソーク �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 モ ガ ン ボ デビュー 2012．6．17 函館3着

2010．4．4生 牡4鹿 母 コウシュンヒメ 母母 ヘイアンビガー 14戦1勝 賞金 13，950，000円
［他本会外：1戦1勝］



11055 4月26日 晴 良 （26福島1）第5日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時10分 （芝・右）

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

中央レコード
1：45．3
1：44．1

良
良

36 マダムジルウェット 牝3鹿 54 吉田 隼人�ラ・メール 高木 登 日高 川端 正博 480± 01：49．5 3．4�
35 サンアグライア 牝3鹿 54 勝浦 正樹ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 平取 高橋 幸男 464＋10 〃 クビ 16．3�
47 ロッカバラード 牡3青鹿56 柴田 善臣 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 436－101：49．6� 6．4�
612 ブ ラ ウ 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也若松 伸治氏 菅原 泰夫 浦河 大道牧場 442－ 61：50．02� 11．7�
611 デュアルインパクト 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 430－ 81：50．1� 2．2	
48 ユズノカオリ 牝3鹿 54 津村 明秀山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 田原橋本牧場 B452－ 81：50．2� 17．6

59 カンタベリーラウス 牝3鹿 54 西田雄一郎峰 哲馬氏 蛯名 利弘 浦河 川越牧場 432－ 61：51．37 309．8�
12 プラウドウルフ 牡3栃栗56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 470 ― 〃 アタマ 60．5�
713 カワキタアロー 牡3青鹿56 丸山 元気川島 吉男氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 440± 01：51．4クビ 19．5
816 ドリームジュエリー 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二セゾンレースホース� 中村 均 大樹 大樹ファーム 428－ 81：51．5� 25．6�
24 マイネルボランタス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 村上牧場 416 ― 〃 クビ 255．5�
510 ブラックグランデ 牡3黒鹿56 江田 照男大河 裕之氏 的場 均 日高 中川 欽一 B452＋ 21：51．6� 312．2�
11 ノーブルキャロル 牝3鹿 54 吉田 豊吉木 伸彦氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 410－ 81：52．13 196．7�
714 ユーガッタフレンド 牡3鹿 56 中舘 英二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 492－ 81：52．31 99．8�
815 ハヤブサキセキ 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 488 ―1：52．4� 297．0�
23 リゼコーフィー 牡3黒鹿 56

53 ▲小崎 綾也飯田 訓大氏 千田 輝彦 日高 三城牧場 494 ―1：52．72 204．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，163，600円 複勝： 29，928，000円 枠連： 8，577，000円
馬連： 25，168，000円 馬単： 21，338，500円 ワイド： 16，329，000円
3連複： 34，392，800円 3連単： 65，862，200円 計： 221，759，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 440円 � 210円 枠 連（3－3） 3，140円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 430円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 4，590円 3 連 単 ��� 29，720円

票 数

単勝票数 計 201636 的中 � 48057（2番人気）
複勝票数 計 299280 的中 � 72136（2番人気）� 13350（8番人気）� 36841（3番人気）
枠連票数 計 85770 的中 （3－3） 2020（9番人気）
馬連票数 計 251680 的中 �� 5738（13番人気）
馬単票数 計 213385 的中 �� 2727（19番人気）
ワイド票数 計 163290 的中 �� 3825（14番人気）�� 10246（3番人気）�� 2524（19番人気）
3連複票数 計 343928 的中 ��� 5535（15番人気）
3連単票数 計 658622 的中 ��� 1636（94番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．1―13．2―12．7―12．1―11．8―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．9―49．1―1：01．8―1：13．9―1：25．7―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マダムジルウェット �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2013．12．7 中山3着

2011．4．28生 牝3鹿 母 ユキノチャンプ 母母 サラトガビューティ 5戦1勝 賞金 10，600，000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。
（非抽選馬） 2頭 トップザサブライ号・ラブコール号

11056 4月26日 晴 良 （26福島1）第5日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時40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
1：07．0
1：06．5

良
良

611� リバティーホール 牝5鹿 55 西田雄一郎吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B440－191：09．4 569．4�
815 プリンセスムーン 牝4栗 55 勝浦 正樹玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 488＋ 8 〃 クビ 3．5�
24 カシノワルツ 牝4黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B436＋ 41：09．82� 21．5�
713 ネオヴィクトリア 牝4黒鹿55 松山 弘平小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 456＋121：09．9� 37．5�
714 ダイワカリエンテ 牝5栗 55 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 438－16 〃 クビ 29．2�
47 � コウジンコラボ 牝4鹿 55 丸山 元気加藤 興一氏 根本 康広 新ひだか 山野牧場 454＋ 21：10．0クビ 431．7�
36 ロマネクイーン 牝4鹿 55 中舘 英二村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B456－ 8 〃 クビ 11．1	
510 トウシンヴィーナス 牝4青鹿55 高倉 稜
サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 426＋ 41：10．1クビ 64．8�
816 グラントリノ 牝5栗 55 宮崎 北斗加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 442＋10 〃 クビ 165．9�
35 レッドムーヴ 牝4鹿 55 藤岡 康太 
東京ホースレーシング 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 454± 01：10．2� 20．4
612 ファインスマッシュ 牝4鹿 55 荻野 琢真�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 438± 0 〃 クビ 19．4�
23 � クリノモンテローザ 牝5栗 55 柴山 雄一栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 畠山牧場 448－ 61：10．3� 317．1�
12 エーシンエムディー 牝5黒鹿55 松田 大作
栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 456－ 81：10．4クビ 2．2�
11 トランドネージュ 牝5栗 55

52 ▲木幡 初也 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 490－ 61：10．72 6．9�
48 � ツクバエトワール 牝4鹿 55 黛 弘人荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 追分ファーム B434－251：11．01� 61．5�
59 ロンギングトゥユー 牝5栗 55 後藤 浩輝坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 486－ 41：11．63� 33．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，157，200円 複勝： 33，943，200円 枠連： 11，087，100円
馬連： 30，682，600円 馬単： 22，547，700円 ワイド： 16，247，200円
3連複： 44，696，900円 3連単： 74，982，300円 計： 254，344，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 56，940円 複 勝 �11，120円 � 200円 � 570円 枠 連（6－8） 4，290円

馬 連 �� 72，580円 馬 単 �� 208，010円

ワ イ ド �� 19，750円 �� 30，180円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 471，240円 3 連 単 ��� 6，917，120円

票 数

単勝票数 計 201572 的中 � 279（16番人気）
複勝票数 計 339432 的中 � 644（16番人気）� 58161（2番人気）� 14573（7番人気）
枠連票数 計 110871 的中 （6－8） 1910（16番人気）
馬連票数 計 306826 的中 �� 312（77番人気）
馬単票数 計 225477 的中 �� 80（170番人気）
ワイド票数 計 162472 的中 �� 199（79番人気）�� 130（91番人気）�� 3054（15番人気）
3連複票数 計 446969 的中 ��� 70（322番人気）
3連単票数 計 749823 的中 ��� 8（2466番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―10．8―11．4―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―33．7―45．1―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リバティーホール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 サクラバクシンオー

2009．3．30生 牝5鹿 母 ムーンライトソナタ 母母 ブルースフォーユー 10戦1勝 賞金 6，700，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］



11057 4月26日 晴 良 （26福島1）第5日 第9競走 ��1，150�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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

711� キクノラフィカ 牡5青鹿 57
56 ☆菱田 裕二菊池 五郎氏 中内田充正 新ひだか フクダファーム B488± 01：07．8 11．0�

57 ヒカルソラフネ 牡5鹿 57 後藤 浩輝髙橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 488－ 61：08．12 5．3�
33 � シゲルリョウケンザ 牡4青鹿57 戸崎 圭太森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 千葉飯田牧場 476＋ 21：08．31� 21．2�
11 コ ラ ン ダ ム 牡5栗 57 浜中 俊山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 508＋ 41：08．4クビ 2．1�
68 シャトルアップ �6栗 57

54 ▲小崎 綾也広尾レース� 黒岩 陽一 様似 清水スタッド B496－121：08．5	 34．1�
56 ローズミラクル 牡4青鹿57 高倉 稜 	キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 524± 01：09．03 21．8

45 � スズカアーサー 牡5鹿 57 丸田 恭介永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B478－ 81：09．1
 52．6�
813 ヒカリユニキャスト 牡4黒鹿57 国分 恭介�ヒカリクラブ 谷 潔 浦河 岡本 昌市 536－ 41：09．2	 26．0�
710 マサノボラーレビア 牡5鹿 57 川須 栄彦中村 時子氏 高野 友和 日高 道見牧場 538－ 41：09．3クビ 4．1
44 ヒラボクロマンス 牝4栗 55 池添 謙一�平田牧場 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 496＋ 8 〃 クビ 49．4�
22 エ ッ フ ェ ル 牡4栗 57

54 ▲城戸 義政小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 B512＋ 21：09．4クビ 24．0�
69 オリエンタルエジル 牡4鹿 57 草野 太郎棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 480－ 21：09．5	 89．1�
812 ハヴアグッドデイ 牝4鹿 55 江田 照男飯田 正剛氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 476＋ 81：09．6	 185．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，378，300円 複勝： 34，400，200円 枠連： 11，383，000円
馬連： 33，483，000円 馬単： 24，979，300円 ワイド： 17，327，800円
3連複： 47，282，200円 3連単： 90，578，600円 計： 282，812，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 360円 � 190円 � 350円 枠 連（5－7） 760円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 7，150円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 2，700円 �� 990円

3 連 複 ��� 15，120円 3 連 単 ��� 81，530円

票 数

単勝票数 計 233783 的中 � 16853（4番人気）
複勝票数 計 344002 的中 � 22673（5番人気）� 57600（3番人気）� 23918（4番人気）
枠連票数 計 113830 的中 （5－7） 11062（3番人気）
馬連票数 計 334830 的中 �� 7710（11番人気）
馬単票数 計 249793 的中 �� 2579（29番人気）
ワイド票数 計 173278 的中 �� 4069（13番人気）�� 1534（29番人気）�� 4427（11番人気）
3連複票数 計 472822 的中 ��� 2309（49番人気）
3連単票数 計 905786 的中 ��� 820（248番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―10．9―11．7―12．1―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．3―31．2―42．9―55．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キクノラフィカ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ジェニュイン

2009．4．15生 牡5青鹿 母 キクノジェニー 母母 キクノサンシャイン 11戦1勝 賞金 12，670，000円
初出走 JRA

11058 4月26日 晴 良 （26福島1）第5日 第10競走 ��
��1，200�

ふしおがみ

伏 拝 特 別
発走14時50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 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
1：06．5

良
良

816 サンライズポパイ 牡6鹿 57 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 472＋ 41：09．2 6．8�
815 ショウナンバグース 牡4黒鹿57 柴田 善臣国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 456＋ 21：09．62� 8．5�
35 アラカメジョウ 牝5鹿 55 和田 竜二�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 454－ 4 〃 クビ 8．7�
12 	 タツフラッシュ 牡6鹿 57 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 米 New Century

Bloodstock 482－ 11：09．7� 154．3�
24 フィールドメジャー 牝4栗 55 松山 弘平地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 ハナ 23．4�
11 ユキノラムセス 牡7栗 57 木幡 初広井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 6 〃 アタマ 8．5	
59 クレムリンシチー 牡7栗 57 柴田 未崎 
友駿ホースクラブ 和田 雄二 浦河 アイオイファーム 510＋ 61：09．91
 48．8�
48 チェリーペトルズ 牝4鹿 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 追分ファーム 468± 01：10．0� 22．2�
47 クリアモーメント 牡4鹿 57 浜中 俊 �社台レースホース小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 4 〃 クビ 7．2
510 ドラゴンサクラ 牝4青鹿55 戸崎 圭太大久保和夫氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 418＋ 21：10．1クビ 9．3�
713 サマニトップレディ 牝4鹿 55 池添 謙一�渡辺牧場 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 440－ 2 〃 ハナ 74．1�
23 リメンバーメジロ 牝4鹿 55 吉田 豊芹澤 精一氏 相沢 郁 洞�湖 メジロ牧場 416± 0 〃 ハナ 75．2�
611 ヤサカオディール 牝5黒鹿55 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 436＋ 61：10．2� 84．6�
612 サチノリーダース 牡4青鹿57 菱田 裕二佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 464＋121：10．3クビ 3．2�
36 デンコウスカイ 牝4鹿 55 田中 博康田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 476± 0 〃 クビ 31．9�
714 トーホウジュリア 牝5鹿 55 江田 照男東豊物産
 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 448± 01：10．93� 50．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，808，900円 複勝： 39，885，700円 枠連： 16，661，100円
馬連： 47，885，200円 馬単： 28，459，100円 ワイド： 23，280，400円
3連複： 70，531，600円 3連単： 114，693，600円 計： 363，205，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 220円 � 250円 � 280円 枠 連（8－8） 1，730円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，050円 �� 930円

3 連 複 ��� 5，240円 3 連 単 ��� 27，680円

票 数

単勝票数 計 218089 的中 � 25396（2番人気）
複勝票数 計 398857 的中 � 50122（2番人気）� 41987（3番人気）� 36138（5番人気）
枠連票数 計 166611 的中 （8－8） 7145（10番人気）
馬連票数 計 478852 的中 �� 19088（6番人気）
馬単票数 計 284591 的中 �� 5484（11番人気）
ワイド票数 計 232804 的中 �� 8858（5番人気）�� 5378（13番人気）�� 6106（10番人気）
3連複票数 計 705316 的中 ��� 9945（14番人気）
3連単票数 計1146936 的中 ��� 3059（66番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．2―11．1―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―34．9―46．0―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズポパイ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2010．9．20 阪神1着

2008．4．10生 牡6鹿 母 ビッグマリーン 母母 ドラゴンマリーン 20戦2勝 賞金 25，389，000円
〔制裁〕 タツフラッシュ号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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 マジカルビアンカ号
（非抽選馬） 4頭 ジャストザオネスト号・タガノレオーネ号・ニシノニカ号・レーヴドプランス号



11059 4月26日 晴 良 （26福島1）第5日 第11競走 ��
��1，800�第11回福島牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
牝，4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：53�，収得賞金
1，600万円毎1�増，�：55�，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

福島県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：44．1

良
良

36 ケイアイエレガント 牝5黒鹿54 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B518－ 81：47．0 9．0�
47 キャトルフィーユ 牝5鹿 54 後藤 浩輝 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 462－ 4 〃 クビ 4．7�
714 フィロパトール 牝5鹿 53 津村 明秀高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 468＋ 81：47．21 123．9�
11 ウインプリメーラ 牝4黒鹿54 和田 竜二�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 2 〃 ハナ 36．1�
510 トーセンアルニカ 牝4鹿 53 池添 謙一島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 444－12 〃 ハナ 13．0	
48 トーセンベニザクラ 牝5黒鹿54 江田 照男島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 452± 01：47．3	 39．1

24 レ イ カ ー ラ 牝5鹿 54 石橋 脩下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 440－ 81：47．4
 6．5�
35 セ キ シ ョ ウ 牝4青鹿54 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 490＋101：47．5	 95．2�
611 フロアクラフト 牝4黒鹿53 松山 弘平 キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：47．6クビ 16．6�
12 アロマティコ 牝5栗 54 浜中 俊 サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 ハナ 3．6�
23 クラウンロゼ 牝4鹿 54 丸田 恭介矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット 468－ 41：47．81 44．9�
612 サトノジュピター 牝5鹿 53 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476－ 61：47．9
 8．8�
59 ミヤコマンハッタン 牝5鹿 53 柴山 雄一吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 476－12 〃 アタマ 97．6�
815 ミッドサマーフェア 牝5青鹿54 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468± 01：48．32
 10．8�
816 サンシャイン 牝5黒鹿54 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 436－ 4 〃 クビ 65．4�
713 アグネスワルツ 牝7栗 54 国分 恭介渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 492－101：48．62 23．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 90，591，800円 複勝： 177，974，400円 枠連： 53，065，800円
馬連： 328，868，700円 馬単： 146，520，600円 ワイド： 137，990，100円
3連複： 529，044，000円 3連単： 844，453，300円 計： 2，308，508，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 290円 � 180円 � 2，660円 枠 連（3－4） 1，430円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 3，470円

ワ イ ド �� 520円 �� 9，610円 �� 6，970円

3 連 複 ��� 45，330円 3 連 単 ��� 238，230円

票 数

単勝票数 計 905918 的中 � 79467（5番人気）
複勝票数 計1779744 的中 � 162772（4番人気）� 336558（2番人気）� 13223（16番人気）
枠連票数 計 530658 的中 （3－4） 27515（6番人気）
馬連票数 計3288687 的中 �� 169164（3番人気）
馬単票数 計1465206 的中 �� 31250（10番人気）
ワイド票数 計1379901 的中 �� 72432（2番人気）�� 3355（79番人気）�� 4638（64番人気）
3連複票数 計5290440 的中 ��� 8614（127番人気）
3連単票数 計8444533 的中 ��� 2616（663番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．0―12．5―12．0―11．8―11．7―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―35．5―48．0―1：00．0―1：11．8―1：23．5―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

ケイアイエレガント �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．7．17 新潟4着

2009．3．28生 牝5黒鹿 母 ポストパレード 母母 Spanish Parade 25戦6勝 賞金 127，364，000円
※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 リラコサージュ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりケイアイエレガント号は，ヴィクトリアマイル（GⅠ）競走に優先出走できる。

11060 4月26日 晴 良 （26福島1）第5日 第12競走 ��
��1，150�

よ ね ざ わ

米 沢 特 別
発走16時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，25．4．20以降26．4．20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 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000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
1：06．9
1：06．9

良
良

611� イエスイットイズ 牡5鹿 56 西田雄一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 528± 01：08．1 2．6�
35 ナリタシーズン 牡7栗 53 松山 弘平�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 516＋181：08．31� 76．7�
59 � ヒラボクダッシュ 牡5栗 54 川須 栄彦�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 454－ 41：08．4	 40．6�
24 � ヤマノグラス 牝6鹿 52 西村 太一山住れい子氏 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 520＋221：08．5	 99．5�
12 � ゴールドディガー 牡6栗 53 高倉 稜加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 タバタファーム 472－ 2 〃 ハナ 209．3�
510 ダークシーカー 牡5栗 54 吉田 豊松本 俊廣氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 532＋ 4 〃 アタマ 13．4	
714 モオプナツヨシ 牡4黒鹿54 菱田 裕二横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 486＋ 6 〃 クビ 18．9

816 ゴーインググレート 牡4栗 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 466－ 2 〃 アタマ 10．5�
36 アスコットシチー 牡5栗 54 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 472－ 21：08．6	 18．7�
23 タマノエスペランサ 牝4鹿 52 中谷 雄太玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 新冠 武田牧場 480＋ 21：08．81 59．6
47 ピースオブアイ 牝5栗 52 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 474－ 81：09．12 32．9�
713 マッシヴヒーロー 牡5鹿 54 岩崎 翼小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 454－ 41：09．31 11．2�
11 ヤマニンブルジョン 牡4栗 55 浜中 俊土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 472－ 61：09．4
 9．9�
815� アイアンテール 牡6鹿 56 中舘 英二鎌田 博�氏 本田 優 新冠 柏木 一則 518＋ 21：09．93 9．8�
48 セイウンチカラ 牡4鹿 54 後藤 浩輝西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 494± 0 〃 ハナ 21．9�
612 ランドクイーン 牝4栗 53 戸崎 圭太山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 454－181：10．11	 6．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，871，500円 複勝： 56，648，200円 枠連： 23，447，300円
馬連： 74，090，800円 馬単： 40，778，600円 ワイド： 36，766，400円
3連複： 104，366，900円 3連単： 170，741，900円 計： 541，711，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 1，800円 � 860円 枠 連（3－6） 1，910円

馬 連 �� 12，580円 馬 単 �� 16，860円

ワ イ ド �� 4，160円 �� 1，940円 �� 25，700円

3 連 複 ��� 98，120円 3 連 単 ��� 396，260円

票 数

単勝票数 計 348715 的中 � 108347（1番人気）
複勝票数 計 566482 的中 � 157798（1番人気）� 6119（14番人気）� 13545（12番人気）
枠連票数 計 234473 的中 （3－6） 9062（9番人気）
馬連票数 計 740908 的中 �� 4348（44番人気）
馬単票数 計 407786 的中 �� 1786（69番人気）
ワイド票数 計 367664 的中 �� 2174（47番人気）�� 4771（19番人気）�� 346（107番人気）
3連複票数 計1043669 的中 ��� 785（244番人気）
3連単票数 計1707419 的中 ��� 318（1126番人気）

ハロンタイム 9．5―10．7―11．2―11．8―12．1―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�イエスイットイズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 スピニングワールド

2009．5．17生 牡5鹿 母 マッキーハピネス 母母 カレンナバンダム 22戦3勝 賞金 56，985，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 イエスイットイズ号の騎手西田雄一郎は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・9番）

ダークシーカー号の騎手吉田豊は，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30，000円。（被害馬：9番・12
番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の25頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）25頭 アクアブルーウェイ号・アグネスピンキー号・ウインプロスパー号・エイシンパラダイス号・エリモフェザー号・

カツノセカンド号・キンシザイル号・クリスワールド号・クリノロッキー号・コーリンハッピー号・
サウンドカスケード号・スズノオオタカ号・タサジャラ号・タニセンジャッキー号・ノボピュアリティ号・
ハナズインパルス号・フィールザラブ号・ブロッケン号・ホンインボウ号・マスターエクレール号・マンリー号・
メイショウジビュス号・ヤマニンアルシェ号・ラシーク号・ロケットダッシュ号



（26福島1）第5日 4月26日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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

224，480，000円
5，960，000円
1，960，000円
20，410，000円
66，535，500円
6，407，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
298，038，600円
519，763，600円
174，930，700円
675，639，400円
382，927，300円
328，335，100円
1，038，422，500円
1，686，154，100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 5，104，211，300円

総入場人員 10，233名 （有料入場人員 8，236名）
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