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11061 4月27日 晴 良 （26福島1）第6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）

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
1：06．9
1：06．9

良
良

35 アワーズヒロイン 牝3鹿 54
51 ▲小崎 綾也ザ・チャンピオンズ 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 432－ 41：10．1 7．3�
612 ラインハート 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二 P.S．スライ氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B440－ 2 〃 クビ 4．0�
23 ブラックソヴリン 牝3芦 54

51 ▲岩崎 翼平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 450－ 41：10．42 16．2�
12 メイショウルナ 牝3鹿 54 吉田 隼人松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 日の出牧場 496＋ 41：10．61� 2．9�
714 ノスタルジック 牝3鹿 54 津村 明秀山本 武司氏 高市 圭二 新冠 村上 雅規 474＋ 21：10．92 15．4�
48 モ ナ ル ダ 牝3黒鹿54 柴山 雄一�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 440－ 21：11．0� 16．1	
36 イケイケヒカル 牝3栗 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 石毛 善彦 新冠 村上 欽哉 434 ―1：11．63� 46．5

510 アキノシャイン 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也山中 明広氏 作田 誠二 様似 林 時春 404＋ 61：11．7� 233．7�
11 アルミサエル 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 438＋ 81：11．8クビ 17．7�
59 キネオボヌール 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人吉田 千津氏 尾形 和幸 浦河 モトスファーム 424＋ 41：12．12 20．0
47 ルミナスハート 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政スリースターズレーシング 松永 康利 新冠 コスモヴューファーム 400 ―1：12．31� 202．0�
611 フジノマユサン 牝3栗 54 黛 弘人布施 貞夫氏 高木 登 新ひだか 神垣 道弘 468－ 21：12．62 181．6�
815 ド ヤ ガ オ 牝3栗 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 日高 木村牧場 448＋ 21：12．7クビ 13．2�
24 ナムラチーター 牝3栗 54 丹内 祐次奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 下屋敷牧場 414 ―1：13．02 130．9�
713 サンメンフィス 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁坂田 行夫氏 清水 英克 浦河 永田 克之 432－ 61：13．1� 9．3�
816 サンバカーニバル 牝3栗 54 丸山 元気髙橋 長治氏 田村 康仁 新ひだか 飛野牧場 450－ 61：13．2� 175．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，504，800円 複勝： 25，723，800円 枠連： 8，266，800円
馬連： 30，613，100円 馬単： 20，843，000円 ワイド： 16，462，800円
3連複： 44，961，800円 3連単： 67，179，500円 計： 229，555，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 240円 � 180円 � 420円 枠 連（3－6） 1，880円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 4，830円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，300円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 10，810円 3 連 単 ��� 64，640円

票 数

単勝票数 計 155048 的中 � 16850（3番人気）
複勝票数 計 257238 的中 � 28166（3番人気）� 46907（2番人気）� 13547（7番人気）
枠連票数 計 82668 的中 （3－6） 3253（8番人気）
馬連票数 計 306131 的中 �� 12615（7番人気）
馬単票数 計 208430 的中 �� 3186（19番人気）
ワイド票数 計 164628 的中 �� 5500（7番人気）�� 3088（18番人気）�� 2539（24番人気）
3連複票数 計 449618 的中 ��� 3072（42番人気）
3連単票数 計 671795 的中 ��� 767（227番人気）

ハロンタイム 9．7―10．8―11．5―12．4―12．6―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．5―32．0―44．4―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．1
3 3，14（2，5，13，15）（1，12，9）8－4，10，6，7－11－16 4 3，14－2（5，15，12）9（1，13，8）4，10，6，7－11，16

勝馬の
紹 介

アワーズヒロイン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．9．21 阪神4着

2011．3．29生 牝3鹿 母 リリアンタイム 母母 リキマドレード 7戦1勝 賞金 7，850，000円
〔制裁〕 ラインハート号の騎手菱田裕二は，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50，000円。（被害馬：2番・14番）

ブラックソヴリン号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

11062 4月27日 晴 良 （26福島1）第6日 第2競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時20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

714 タカラジェニファ 牝3鹿 54 伊藤 工真村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 456＋ 21：09．9 3．5�
11 ラ ヴ ィ オ リ 牝3黒鹿54 丸山 元気星野 祐介氏 鈴木 孝志 日高 西野 春樹 448＋ 81：10．0� 10．6�
12 コスモリュブリュー 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 えりも エクセルマネジメント 466－ 41：10．32 15．9�
510 モアアンドモア 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 446＋ 2 〃 クビ 35．1�
35 フヨウアーミーデー 牡3鹿 56 柴田 未崎刈屋 �氏 高市 圭二 新ひだか 岡田 隆志 474± 01：10．51� 11．2	
612 ウェザーストーム 牡3栗 56 柴山 雄一釘田 秀一氏 川村 禎彦 新ひだか 藤沢牧場 486－ 21：10．6� 10．6

36 ピアッジーネ 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁水上 行雄氏 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 422＋ 81：10．7� 23．9�
48 サトノアスカ 牝3栗 54 松田 大作里見 治氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 416＋ 8 〃 アタマ 59．2�
23 アメノウズメ 牝3鹿 54 西田雄一郎 ローレルレーシング 岩戸 孝樹 新冠 高瀬牧場 434＋121：10．8クビ 63．0�
24 エントラール 牡3鹿 56 吉田 隼人藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－181：11．22� 15．3�
713 グッドウェーブ 牡3栗 56 古川 吉洋杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ヒノデファーム 446＋ 21：11．3クビ 2．4�
611 ダイジョブダア 牡3栗 56

53 ▲松若 風馬志村 康徳氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 410－111：11．51� 136．5�
815 バリングバー 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B424－ 8 〃 クビ 75．0�

816 カシマムンムーン 牝3黒鹿54 中舘 英二カシマ 武藤 善則 むかわ 上水牧場 414＋ 21：12．03 86．7�
47 アイアンミライ 牝3栗 54 藤懸 貴志池上 一馬氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム 422－ 41：12．1� 197．0�
59 ア ス ト レ ア 牝3青鹿 54

53 ☆菱田 裕二�ターフ・スポート牧浦 充徳 日高 モリナガファーム 408－ 61：12．63 88．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，067，900円 複勝： 24，571，400円 枠連： 9，870，800円
馬連： 26，342，400円 馬単： 18，378，600円 ワイド： 15，806，600円
3連複： 39，538，500円 3連単： 65，234，400円 計： 214，810，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 380円 � 370円 枠 連（1－7） 530円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 880円 �� 910円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 8，840円 3 連 単 ��� 38，550円

票 数

単勝票数 計 150679 的中 � 34546（2番人気）
複勝票数 計 245714 的中 � 61932（2番人気）� 14150（6番人気）� 14711（5番人気）
枠連票数 計 98708 的中 （1－7） 13972（2番人気）
馬連票数 計 263424 的中 �� 8355（7番人気）
馬単票数 計 183786 的中 �� 3632（11番人気）
ワイド票数 計 158066 的中 �� 4542（10番人気）�� 4379（11番人気）�� 1749（22番人気）
3連複票数 計 395385 的中 ��� 3303（27番人気）
3連単票数 計 652344 的中 ��� 1249（104番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―11．7―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．5―46．2―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タカラジェニファ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2013．6．15 東京9着

2011．3．10生 牝3鹿 母 ホワイトピクシイ 母母 ダイナコマネチ 9戦1勝 賞金 13，600，000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） 1頭 ピュアパール号
（非抽選馬） 1頭 ハンサムオウジ号

第１回 福島競馬 第６日



11063 4月27日 晴 良 （26福島1）第6日 第3競走 1，700�サラブレッド系3歳
発走10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
1：43．3
1：41．7

良
不良

23 ダテノトライアンフ 牡3栗 56
53 ▲長岡 禎仁関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 462－ 61：47．2 8．6�

22 スタースパーダ 牡3栗 56
53 ▲伴 啓太村上 憲政氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 464＋ 41：47．83� 9．9�

46 エフティマルス �3鹿 56
53 ▲木幡 初也吉野 英子氏 金成 貴史 白老 習志野牧場 490－ 21：48．01� 91．6�

11 トーセンパピー 牝3黒鹿54 宮崎 北斗島川 �哉氏 中川 公成 新冠 秋田牧場 446－ 21：48．1� 14．8�
35 ヴェアリアスサマー 牡3栗 56 丸山 元気小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 498－ 4 〃 ハナ 3．7�
47 ジョックロック 牡3鹿 56 丸田 恭介	ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 436± 01：48．2クビ 24．0

34 マルクナッテ 牝3栗 54 田中 博康小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 390－121：48．41� 108．5�
814 トウショウワイルド 牡3鹿 56 古川 吉洋トウショウ産業� 武田 博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 434＋ 21：49．03� 5．4
611 ジ ャ リ ス コ 牡3鹿 56 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 松永 幹夫 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋ 21：49．32 26．3�
610 ア ク シ ア 牡3栗 56 黛 弘人山本 武司氏 奥平 雅士 平取 びらとり牧場 B472－ 8 〃 ハナ 6．5�
712 フィリグラーナ 牡3栗 56 中舘 英二畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 村本牧場 B438－ 81：49．51 9．2�
815 サンレイサムライ 牡3芦 56 吉田 隼人永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 524＋ 61：50．88 7．3�
59 ペイシャンスオウ 牝3栗 54 嘉藤 貴行北所 直人氏 武井 亮 様似 髙村 伸一 446＋ 21：50．9� 249．8�
58 デレペンテアスール 牡3鹿 56 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 536 ―1：51．53� 142．0�
713 セイカイリス 牝3鹿 54 伊藤 工真久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 B446－ 41：52．99 84．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，686，900円 複勝： 27，860，400円 枠連： 9，740，900円
馬連： 28，518，300円 馬単： 19，031，200円 ワイド： 16，249，000円
3連複： 42，241，300円 3連単： 61，241，500円 計： 220，569，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 380円 � 290円 � 2，130円 枠 連（2－2） 6，700円

馬 連 �� 4，550円 馬 単 �� 9，920円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 12，070円 �� 13，200円

3 連 複 ��� 113，780円 3 連 単 ��� 475，750円

票 数

単勝票数 計 156869 的中 � 14450（5番人気）
複勝票数 計 278604 的中 � 20361（6番人気）� 28021（4番人気）� 2959（12番人気）
枠連票数 計 97409 的中 （2－2） 1074（22番人気）
馬連票数 計 285183 的中 �� 4632（26番人気）
馬単票数 計 190312 的中 �� 1416（51番人気）
ワイド票数 計 162490 的中 �� 3504（18番人気）�� 325（57番人気）�� 297（60番人気）
3連複票数 計 422413 的中 ��� 274（175番人気）
3連単票数 計 612415 的中 ��� 95（846番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．1―12．0―12．5―12．8―13．6―13．9―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．2―41．2―53．7―1：06．5―1：20．1―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．7
1
3
10，12－15－6－11－（5，13，14）3，2－（4，7）（9，8）－1
10－（12，15）＝6－3（14，2）5－（11，1）（4，7）－13（9，8）

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

勝馬の
紹 介

ダテノトライアンフ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 トワイニング デビュー 2013．9．28 中山4着

2011．4．3生 牡3栗 母 ビッグトワイニング 母母 ビッグオーシャン 6戦1勝 賞金 7，350，000円
〔騎手変更〕 サンレイサムライ号の騎手難波剛健は，第5日第5競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイカイリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月27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 オウケングレイ号・マッシヴロード号

11064 4月27日 晴 良 （26福島1）第6日 第4競走 ��2，770�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20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

45 ドリームセーリング 牡7栗 60 石神 深一セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 480＋ 23：02．4 2．8�
22 トイボックス 牡7黒鹿60 高田 潤名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 488＋ 83：02．61� 19．2�
46 ヘリオスフィア 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 478± 0 〃 クビ 4．5�
610 プレミアムウォーズ �5栗 60 草野 太郎中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 462－ 43：03．23� 9．6�
712	 ショウナンワヒネ 牝5鹿 58 田村 太雅�湘南 梅田 智之 浦河 桑田牧場 488＋ 43：05．8大差 8．8	
58 	 グランデクロコ 牡5鹿 60 上野 翔 �グランデオーナーズ 的場 均 浦河 村下農場 490＋ 83：05．9� 66．4

711 ル ー ベ ル 牡4鹿 59 林 満明林 進氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 480－ 23：06．43 20．2�
33 	 チョイワルグランパ 牡8黒鹿60 中村 将之�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム 510－ 43：08．010 5．5�
34 エフティシリウス 牡4青鹿59 横山 義行吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 440－ 43：08．1� 25．6
69 ジョウショーキング 牡5青鹿60 森 一馬熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 488＋ 43：08．31 20．8�
814 シゲルウオザ 牡4鹿 59 植野 貴也森中 蕃氏 田中 章博 日高 エンドレス

ファーム 518－ 23：09．36 62．2�
57 ティアップワンダー 牡4黒鹿59 蓑島 靖典田中 昇氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 456＋ 4 〃 ハナ 57．6�
813 クラウンボースロン 牡4鹿 59 浜野谷憲尚矢野 恭裕氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 456－ 63：11．2大差 48．5�
11 ビッグプレゼンター 牡5鹿 60 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 480＋ 6 （競走中止） 45．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，620，400円 複勝： 18，380，600円 枠連： 10，487，200円
馬連： 22，671，200円 馬単： 18，439，200円 ワイド： 12，499，100円
3連複： 37，154，700円 3連単： 62，729，000円 計： 197，981，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 310円 � 160円 枠 連（2－4） 1，480円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 850円 �� 210円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 15，560円

票 数

単勝票数 計 156204 的中 � 44611（1番人気）
複勝票数 計 183806 的中 � 44270（1番人気）� 11398（6番人気）� 33524（2番人気）
枠連票数 計 104872 的中 （2－4） 5252（6番人気）
馬連票数 計 226712 的中 �� 7163（8番人気）
馬単票数 計 184392 的中 �� 3591（15番人気）
ワイド票数 計 124991 的中 �� 3214（10番人気）�� 18671（1番人気）�� 2243（16番人気）
3連複票数 計 371547 的中 ��� 9431（8番人気）
3連単票数 計 627290 的中 ��� 2977（36番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 51．5－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドリームセーリング �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．7．11 阪神14着

2007．2．14生 牡7栗 母 グローバルピース 母母 エミネントガール 障害：7戦1勝 賞金 18，300，000円
〔騎手変更〕 クラウンボースロン号の騎手難波剛健は，第5日第5競走での落馬負傷のため浜野谷憲尚に変更。
〔競走中止〕 ビッグプレゼンター号は，6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。
※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） 3頭 スカイコンフォート号・テイエムシシーポス号・ワンダーバライル号
（非抽選馬） 1頭 ラインミッシェル号



11065 4月27日 晴 良 （26福島1）第6日 第5競走 ��2，600�サラブレッド系3歳
発走12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
2：37．3
2：37．3

良
良

611 クインズストーム 牡3芦 56 柴山 雄一 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新ひだか 佐竹 学 462± 02：42．0 5．1�
24 ギャングセブン 牡3栗 56 津村 明秀 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 466－ 42：42．32 16．7�
36 スズカヴァンガード �3栗 56

53 ▲長岡 禎仁永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 472± 02：42．51� 5．1�
510 ヤマニンルポ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B480－ 82：42．71� 7．3�
713 ダ イ ナ ソ ア 牡3鹿 56 中谷 雄太岡田 牧雄氏 森田 直行 日高 宝寄山 忠則 462－ 42：43．12� 6．3	
815 ルヴェソンヴェール 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 490－ 82：43．2クビ 4．3

35 カネコメシルキー 牡3黒鹿56 丸田 恭介髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 守矢牧場 B450－10 〃 クビ 26．0�
816 グローバルメジャー 牡3栗 56 嘉藤 貴行永田 清男氏 土田 稔 平取 原田 新治 452－142：43．83� 167．2�
714 トミケンパシエンテ 牡3栗 56 丸山 元気冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 474± 02：44．43� 32．8
612� アイリッシュギフト 牡3鹿 56 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 英 Christopher &
Annabelle Mason 510± 02：44．82� 12．3�

11 バトルランチャ 牡3栗 56 松田 大作宮川 秋信氏 伊藤 大士 日高 合資会社カ
ネツ牧場 500－ 82：44．9� 18．9�

12 ステイバンク 牝3栗 54 高田 潤井上 久光氏 柴田 政人 浦河 大道牧場 386± 02：45．21	 63．5�
23 スリースラッガー 牡3栗 56 古川 吉洋永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 470－ 62：45．52 109．3�
47 ファイントライ 牡3栗 56 的場 勇人井山 登氏 的場 均 日高 出口牧場 B490－ 42：46．35 39．3�
59 マイネグリンダ 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 42：46．4� 103．6�
48 ウインゼーヴィント 牡3黒鹿56 伊藤 工真�ウイン 上原 博之 平取 スガタ牧場 492－ 42：48．7大差 100．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，963，100円 複勝： 29，038，600円 枠連： 10，343，600円
馬連： 31，081，000円 馬単： 21，314，700円 ワイド： 17，353，800円
3連複： 45，757，100円 3連単： 71，122，700円 計： 243，974，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 510円 � 180円 枠 連（2－6） 3，890円

馬 連 �� 5，640円 馬 単 �� 9，810円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 430円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 7，780円 3 連 単 ��� 48，740円

票 数

単勝票数 計 179631 的中 � 27850（3番人気）
複勝票数 計 290386 的中 � 49603（2番人気）� 11572（7番人気）� 46862（3番人気）
枠連票数 計 103436 的中 （2－6） 1966（16番人気）
馬連票数 計 310810 的中 �� 4074（20番人気）
馬単票数 計 213147 的中 �� 1605（34番人気）
ワイド票数 計 173538 的中 �� 2825（15番人気）�� 11073（2番人気）�� 3037（11番人気）
3連複票数 計 457571 的中 ��� 4342（17番人気）
3連単票数 計 711227 的中 ��� 1077（127番人気）

ハロンタイム 13．0―10．7―11．6―13．2―13．0―12．9―13．1―13．5―12．3―11．8―12．0―12．1―12．8

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―23．7―35．3―48．5―1：01．5―1：14．4―1：27．5―1：41．0―1：53．3―2：05．1―2：17．1―2：29．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クインズストーム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．9．8 中山3着

2011．4．8生 牡3芦 母 ケイアイベローナ 母母 レディベローナ 8戦1勝 賞金 10，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインゼーヴィント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月27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） 2頭 シゲルヒダカ号・パワーショット号

11066 4月27日 晴 良 （26福島1）第6日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12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
1：07．0
1：06．5

良
良

510 ヨッテウタッテ 牝3鹿 54
51 ▲松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 中地 康弘 456－ 61：10．0 2．8�

47 ベルプラージュ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 追分ファーム 446＋101：10．1� 3．4�
23 ラヴィングルック 牝3黒鹿54 木幡 初広 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 81：10．73� 9．4�
612 ヴァッフシュテルケ 牡3青鹿56 中舘 英二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 440－ 41：10．91 7．8�
713 エフティコゼット 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 414＋ 4 〃 ハナ 125．0�
714 セクシイガール 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 454－ 4 〃 ハナ 5．7	
48 マコトシニョーラ 牝3鹿 54 丹内 祐次
ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 404 ― 〃 クビ 76．5�
36 チリペッパー 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462＋ 61：11．32� 32．2�

611 タガノエスガール 牝3栗 54 松田 大作八木 良司氏 浜田多実雄 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 446＋18 〃 クビ 31．3

816 ワイレアゴールド 牝3黒鹿54 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 新冠 ハクツ牧場 418－ 41：11．4� 67．7�
59 ピュアバンビーノ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 434－141：11．5クビ 216．0�
12 ラブリードレス 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太安倍 光昭氏 星野 忍 新ひだか 岡田 猛 456－101：12．13� 202．4�
35 ラ ダ ム ド ー 牝3栗 54 丸田 恭介栗山 良子氏 上原 博之 日高 新井 昭二 440＋ 8 〃 クビ 18．2�
11 ダイワゴージャス 牝3栗 54 柴山 雄一大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 430－ 2 〃 アタマ 82．3�
24 ロゼウイナー 牝3黒鹿54 的場 勇人髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 410－ 61：12．42 146．8�
815 デルマブルマ 牝3黒鹿54 伊藤 工真浅沼 廣幸氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 402 ―1：13．03� 52．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，618，800円 複勝： 24，674，200円 枠連： 8，486，000円
馬連： 25，531，000円 馬単： 19，104，100円 ワイド： 14，444，600円
3連複： 36，802，400円 3連単： 65，889，100円 計： 212，550，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 150円 � 230円 枠 連（4－5） 530円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 230円 �� 450円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 5，420円

票 数

単勝票数 計 176188 的中 � 50056（1番人気）
複勝票数 計 246742 的中 � 68322（1番人気）� 46509（2番人気）� 20938（5番人気）
枠連票数 計 84860 的中 （4－5） 11994（1番人気）
馬連票数 計 255310 的中 �� 38001（1番人気）
馬単票数 計 191041 的中 �� 14552（2番人気）
ワイド票数 計 144446 的中 �� 18196（1番人気）�� 7397（6番人気）�� 5949（8番人気）
3連複票数 計 368024 的中 ��� 18516（4番人気）
3連単票数 計 658891 的中 ��� 8974（11番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．3―11．7―11．9―11．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨッテウタッテ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．10．26 京都6着

2011．3．30生 牝3鹿 母 オジャッタモンセ 母母 メ ロ ン パ ン 11戦1勝 賞金 14，150，000円
〔制裁〕 ヴァッフシュテルケ号の騎手中舘英二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アイティルビー号・ベルモントラハイナ号



11067 4月27日 晴 良 （26福島1）第6日 第7競走 2，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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
2：30．2
2：28．6

重
不良

22 � フォンテーヌブロー 牡6黒鹿57 吉田 隼人村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 504－ 22：35．5 5．3�
46 アプリコーゼ 牡5黒鹿 57

56 ☆菱田 裕二 �キャロットファーム 木村 哲也 日高 待兼牧場 538＋ 2 〃 アタマ 5．0�
814 ハワイアンソルト 牡5芦 57 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486－ 6 〃 ハナ 5．0�
59 メイショウビリーヴ �5黒鹿57 津村 明秀松本 和子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 436± 0 〃 クビ 6．4�
610 ジョナパランセ 牡5栗 57

54 ▲城戸 義政青木 基秀氏 坂口 正則 日高 グリーンヒルスタッド 500＋102：35．6� 31．4	
47 シェイクザバーレイ 牡4鹿 57 松田 大作 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－ 42：35．7クビ 11．2

815� ヤマカツティラノ 牡5鹿 57 柴山 雄一山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 474－ 62：35．8� 89．5�
712 ナリタタイフーン 牡5鹿 57 丸田 恭介�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 508± 0 〃 ハナ 10．5�
34 オンワードナルシス 牡4黒鹿 57

54 ▲小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 482－ 6 〃 ハナ 6．1
11 メ イ ラ ー ド 牡4栗 57 中舘 英二 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 474－ 22：36．01	 29．3�
23 アーセナルゴール 牡6鹿 57

54 ▲松若 風馬渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 496＋ 22：36．21	 65．7�
713 ミッキーエール 牡5栗 57 藤懸 貴志野田みづき氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 474＋ 22：36．3クビ 33．4�
58 シンボリプロント �5黒鹿57 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 B442± 02：36．51� 155．4�
611 ホ ク シ ン 牡6青鹿57 丹内 祐次中村 勝彦氏 高橋 祥泰 青森 扶桑牧場 B488± 02：37．03 93．9�
35 ナンヨーノキョー 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 初也中村 德也氏 小笠 倫弘 浦河 三好牧場 436－ 62：37．42� 43．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，014，700円 複勝： 28，073，000円 枠連： 9，320，400円
馬連： 28，194，100円 馬単： 18，918，600円 ワイド： 15，670，100円
3連複： 43，630，200円 3連単： 69，144，400円 計： 229，965，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 170円 � 180円 枠 連（2－4） 750円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 380円 �� 560円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 8，440円

票 数

単勝票数 計 170147 的中 � 25761（3番人気）
複勝票数 計 280730 的中 � 46242（1番人気）� 45244（2番人気）� 39558（3番人気）
枠連票数 計 93204 的中 （2－4） 9249（1番人気）
馬連票数 計 281941 的中 �� 19484（1番人気）
馬単票数 計 189186 的中 �� 6745（2番人気）
ワイド票数 計 156701 的中 �� 10758（1番人気）�� 6839（3番人気）�� 6201（4番人気）
3連複票数 計 436302 的中 ��� 16895（1番人気）
3連単票数 計 691444 的中 ��� 6052（1番人気）

ハロンタイム 13．2―12．4―13．2―13．0―13．1―13．0―13．1―12．9―12．6―12．6―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．6―38．8―51．8―1：04．9―1：17．9―1：31．0―1：43．9―1：56．5―2：09．1―2：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→」 上り4F51．6―3F39．0
1
�
10，7（3，14）11（4，5，15）12（8，6）9（1，13，2）
10，7（14，6）（11，9）（3，15，12，2）4，1（8，5）13

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

勝馬の
紹 介

�フォンテーヌブロー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ダンスインザダーク

2008．3．21生 牡6黒鹿 母 キタノシラユリ 母母 ハシノサライ 28戦2勝 賞金 36，140，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ハワイアンソルト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30，000円。

11068 4月27日 晴 良 （26福島1）第6日 第8競走 1，150�サラブレッド系4歳以上
発走13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
1：06．9
1：06．9

良
良

22 ニ ザ エ モ ン 牡6黒鹿 57
54 ▲岩崎 翼小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 462－121：08．5 11．6�

44 サンセルマン 牡5黒鹿57 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 466＋ 81：08．82 15．2�
33 ナリタキャッツアイ 牡6鹿 57

54 ▲城戸 義政�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 488± 01：08．9� 12．4�
711� ウインオーラム 牡5栗 57 黛 弘人�ウイン 奥平 雅士 新冠 村上 欽哉 514± 0 〃 ハナ 3．5�
56 トウショウハマー 牡5栗 57 西田雄一郎トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 580－ 2 〃 ハナ 47．2�
710 ヨゾラニネガイヲ 牝4鹿 55

54 ☆菱田 裕二 	キャロットファーム 森田 直行 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：09．1� 8．4

69 ハヤブサフィーバー 牡5栗 57 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490－ 41：09．31� 3．4�
11 ワンダーアベニール 牡4鹿 57

54 ▲小崎 綾也山本 信行氏 小崎 憲 浦河 荻伏三好フ
アーム 492＋ 3 〃 アタマ 5．8�

57 リーサムダイチ 牡6鹿 57 嘉藤 貴行平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 482－ 4 〃 ハナ 109．6
68 エ ゾ ム サ シ 牡5青鹿 57

54 ▲長岡 禎仁瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 460－ 21：09．51� 100．2�
813� ク ー デ タ ー 牡5黒鹿57 柴山 雄一杉立 恭平氏 川村 禎彦 平取 二風谷ファーム 456－ 6 〃 ハナ 32．7�
812 エムオータイガー 牡4栗 57 丸田 恭介大浅 貢氏 尾形 和幸 日高 藤本 直弘 492－ 81：09．92� 33．5�
45 スノークラフト 牝5芦 55

52 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B450－ 41：10．1� 19．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，423，000円 複勝： 34，298，000円 枠連： 11，004，800円
馬連： 33，720，700円 馬単： 24，260，600円 ワイド： 19，509，900円
3連複： 50，211，300円 3連単： 91，250，800円 計： 285，679，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 520円 � 630円 � 340円 枠 連（2－4） 5，420円

馬 連 �� 6，520円 馬 単 �� 13，350円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 1，570円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 14，550円 3 連 単 ��� 96，900円

票 数

単勝票数 計 214230 的中 � 14580（5番人気）
複勝票数 計 342980 的中 � 17130（6番人気）� 13767（8番人気）� 28444（5番人気）
枠連票数 計 110048 的中 （2－4） 1501（18番人気）
馬連票数 計 337207 的中 �� 3822（25番人気）
馬単票数 計 242606 的中 �� 1342（51番人気）
ワイド票数 計 195099 的中 �� 1941（29番人気）�� 3090（20番人気）�� 2536（22番人気）
3連複票数 計 502113 的中 ��� 2547（51番人気）
3連単票数 計 912508 的中 ��� 695（302番人気）

ハロンタイム 9．5―10．9―11．5―12．3―11．8―12．5

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．4―31．9―44．2―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニ ザ エ モ ン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ス タ ー マ ン デビュー 2011．5．22 新潟3着

2008．4．11生 牡6黒鹿 母 ナ ゾ 母母 シベルレディー 13戦2勝 賞金 15，920，000円



11069 4月27日 晴 良 （26福島1）第6日 第9競走 ��1，700�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
1：43．3
1：41．7

良
不良

713 ピグマリオン 牡5鹿 57
56 ☆菱田 裕二 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 468－ 21：46．5 2．9�

58 ローレルアルトス 牡4黒鹿57 丸山 元気 �ローレルレーシング 武井 亮 青森 ワールドファーム 476－ 31：46．71� 120．4�
610 シュガーパイン 牡4鹿 57 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496－ 21：46．8クビ 15．3�

611 カレンシュガーレイ 牡5鹿 57 松田 大作鈴木 隆司氏 奥村 武 日高 高柳 隆男 458± 01：46．9� 105．3�
59 ブリスコーラ 牡5鹿 57 柴山 雄一山口 正行氏 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 512± 0 〃 ハナ 6．0	
23 コウユーアンドレ 牡4鹿 57 古川 吉洋加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 456－10 〃 アタマ 21．2

35 � ア マ カ ケ ル 牡4鹿 57 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 稲葉牧場 474－ 61：47．11 47．8�
34 クリスマスマーベル 牡5青鹿 57

54 ▲城戸 義政名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 488－ 81：47．2� 40．5�
47 ブリリアントダンス 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 490－ 21：47．41	 31．2
815 ローレルベロボーグ 牡4黒鹿57 藤懸 貴志 �ローレルレーシング 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 496－ 61：47．82� 22．8�
11 サンマルスピリット 牡4鹿 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 B486－ 61：47．9クビ 31．8�
46 ダイワプロシード 牝4栗 55 吉田 隼人大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 448－ 41：48．1� 11．0�
712� ダノンキセキ 牡5栗 57

54 ▲小崎 綾也�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 506－231：48．31� 5．0�
22 
 ヒシラストガイ 牡4栗 57 中舘 英二阿部 雅英氏 久保田貴士 米 Masa-

ichiro Abe 472－ 61：48．4� 6．1�
814� アストロフォンテン 牡5鹿 57 木幡 初広吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 増尾牧場 470－ 21：49．25 143．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，833，400円 複勝： 37，467，300円 枠連： 14，657，800円
馬連： 43，518，000円 馬単： 28，679，600円 ワイド： 22，358，400円
3連複： 62，654，700円 3連単： 112，257，300円 計： 344，426，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 1，970円 � 430円 枠 連（5－7） 560円

馬 連 �� 12，600円 馬 単 �� 17，810円

ワ イ ド �� 3，780円 �� 1，170円 �� 19，560円

3 連 複 ��� 63，000円 3 連 単 ��� 306，840円

票 数

単勝票数 計 228334 的中 � 63320（1番人気）
複勝票数 計 374673 的中 � 91501（1番人気）� 3699（13番人気）� 20201（6番人気）
枠連票数 計 146578 的中 （5－7） 19608（2番人気）
馬連票数 計 435180 的中 �� 2549（39番人気）
馬単票数 計 286796 的中 �� 1189（61番人気）
ワイド票数 計 223584 的中 �� 1442（44番人気）�� 4889（12番人気）�� 274（87番人気）
3連複票数 計 626547 的中 ��� 734（152番人気）
3連単票数 計1122573 的中 ��� 270（757番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．6―12．4―12．6―12．3―12．7―13．0―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．1―42．5―55．1―1：07．4―1：20．1―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ピグマリオン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2012．1．9 中山1着

2009．1．12生 牡5鹿 母 タイムフェアレディ 母母 トキファイター 23戦3勝 賞金 53，416，000円

11070 4月27日 晴 良 （26福島1）第6日 第10競走 1，800�
こ お り

桑 折 特 別
発走14時50分 （芝・右）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，55�
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：44．1

良
良

22 ユッカマウンテン 牝5栗 55 松田 大作吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 456－ 61：48．1 3．7�
610 ナンヨーユナ 牝4芦 55 藤懸 貴志中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 472＋101：48．31� 9．6�
58 ア ル カ ナ 牝4鹿 55 田中 博康�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 21：48．4� 12．4�
814 アースザスリー 牝4鹿 55 菱田 裕二 �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 482＋ 81：48．5� 5．3�
11 ナイトブルーミング 牝4芦 55 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 446± 01：48．6� 35．7�
23 � グレイスフラワー 牝5青鹿55 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 458－16 〃 クビ 10．0	
713 ターフデライト 牝5青 55 吉田 隼人
須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム 472－ 61：48．81� 3．9�
611 クイーンアルタミラ 牝5黒鹿55 西田雄一郎柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 478－ 2 〃 クビ 58．2�
34 ソロデビュー 牝5黒鹿55 松若 風馬フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 516± 01：49．01� 98．7�
59 カ ナ ル ナ ニ 牝4芦 55 柴山 雄一 社台レースホース鈴木 康弘 安平 追分ファーム 472－241：49．1� 17．0�
712 プラチナテーラー 牝4鹿 55 古川 吉洋中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 464－ 61：49．2� 10．7�
47 チャードリー 牝5青鹿55 中井 裕二�G1レーシング 和田 雄二 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 2 〃 ハナ 132．6�
815 アルファアリア 牝4鹿 55 中舘 英二�貴悦 田村 康仁 新冠 秋田牧場 422－ 81：49．41� 138．9�
46 ジョウテンオリーヴ 牝5鹿 55 津村 明秀田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 512＋161：49．61� 61．8�
35 � ヤマニンクレマ 牝4栗 55 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 472＋ 81：53．0大差 48．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，375，700円 複勝： 41，176，200円 枠連： 17，837，500円
馬連： 60，055，400円 馬単： 34，353，800円 ワイド： 27，264，900円
3連複： 80，337，900円 3連単： 135，855，900円 計： 421，257，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 310円 � 310円 枠 連（2－6） 1，430円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 860円 �� 690円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 7，000円 3 連 単 ��� 32，650円

票 数

単勝票数 計 243757 的中 � 52071（1番人気）
複勝票数 計 411762 的中 � 87164（1番人気）� 31069（5番人気）� 30819（6番人気）
枠連票数 計 178375 的中 （2－6） 9212（7番人気）
馬連票数 計 600554 的中 �� 17895（13番人気）
馬単票数 計 343538 的中 �� 6170（12番人気）
ワイド票数 計 272649 的中 �� 7889（9番人気）�� 10103（4番人気）�� 3750（26番人気）
3連複票数 計 803379 的中 ��� 8477（23番人気）
3連単票数 計1358559 的中 ��� 3071（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―35．8―48．6―1：00．9―1：12．6―1：24．3―1：36．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユッカマウンテン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2011．8．14 新潟5着

2009．4．27生 牝5栗 母 ベガスナイト 母母 Words of War 24戦2勝 賞金 39，225，000円
〔その他〕 ヤマニンクレマ号は，3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。



11071 4月27日 晴 良 （26福島1）第6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，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
福島中央テレビ賞（1着）

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

11 マイネサヴァラン 牝5青鹿55 丹内 祐次 �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 456－ 21：08．7 23．7�

36 エターナルムーン 牝4鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 476＋ 21：08．8� 9．8�
714 ファンデルワールス �5鹿 57 吉田 隼人 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 486－10 〃 クビ 4．8�
59 インスペード 牡5黒鹿57 中舘 英二�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 494＋ 21：08．9� 2．6�
713 サンキストロード 牡4鹿 57 古川 吉洋 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 518＋101：09．0� 13．5	
47 ダイワスペシャル �6栗 57 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 488＋ 8 〃 クビ 26．3

816 フ ィ リ ラ 牝5栗 55 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 8 〃 ハナ 18．4�
612 ゴールデンムーン 牝5栗 55 丸山 元気�G1レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 B468＋ 21：09．21 24．8�
24 ヒルノケアンズ 牝4黒鹿55 田中 健�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 450－ 4 〃 クビ 89．5
48 ブルジュオン 牝4黒鹿55 田中 博康�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452± 01：09．3� 74．9�
611 タマモコントラバス 牡7黒鹿57 中井 裕二タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 B468－ 81：09．4クビ 54．0�
12 モーニングコール 牝4鹿 55 菱田 裕二飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 430－ 2 〃 クビ 34．8�
35 � レッドガルシア 牡5栗 57 松田 大作 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B508± 0 〃 ハナ 17．0�
815 サクラディソール 牝4鹿 55 黛 弘人�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 426＋ 21：09．5クビ 7．0�
510 タンブルブルータス 牡5鹿 57 荻野 琢真ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 494± 0 〃 アタマ 33．4�
23 ピ ン ゾ ロ 牡4栗 57 柴山 雄一西森 鶴氏 高橋 義博 浦河 中島牧場 468＋121：10．03 63．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，516，600円 複勝： 62，282，500円 枠連： 37，660，100円
馬連： 147，553，900円 馬単： 83，125，900円 ワイド： 55，099，100円
3連複： 208，396，200円 3連単： 366，150，800円 計： 1，003，785，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，370円 複 勝 � 490円 � 280円 � 170円 枠 連（1－3） 2，480円

馬 連 �� 5，230円 馬 単 �� 12，550円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 1，340円 �� 850円

3 連 複 ��� 9，600円 3 連 単 ��� 68，610円

票 数

単勝票数 計 435166 的中 � 14529（8番人気）
複勝票数 計 622825 的中 � 27562（8番人気）� 56769（4番人気）� 123338（2番人気）
枠連票数 計 376601 的中 （1－3） 11211（9番人気）
馬連票数 計1475539 的中 �� 20842（20番人気）
馬単票数 計 831259 的中 �� 4889（43番人気）
ワイド票数 計 550991 的中 �� 7415（22番人気）�� 10083（13番人気）�� 16550（5番人気）
3連複票数 計2083962 的中 ��� 16034（28番人気）
3連単票数 計3661508 的中 ��� 3939（190番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．0―11．5―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―33．8―45．3―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネサヴァラン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2011．8．14 新潟4着

2009．3．30生 牝5青鹿 母 マイネデセール 母母 メインディッシュ 19戦4勝 賞金 47，653，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アドマイヤクーガー号・アブマーシュ号・ジョージジョージ号・ビットスターダム号
（非抽選馬） 5頭 クリノチョモランマ号・ケイアイユニコーン号・フリーアズアバード号・ブルーピアス号・メイショウヒデタダ号

11072 4月27日 晴 良 （26福島1）第6日 第12競走 ��2，000�
か わ ま た

川 俣 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 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

611 シンボリジャズ 牡4鹿 57 吉田 隼人シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 480－ 81：59．8 3．7�
612 トーセンワープ 牡4鹿 57 黛 弘人島川 �哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ

スティファーム B460± 02：00．01� 73．8�
713 ブロードスター �4鹿 57 津村 明秀安原 浩司氏 �島 一歩 浦河 バンブー牧場 472± 02：00．31	 6．4�
11 キリシマトリオ 牡5黒鹿57 菱田 裕二西村新一郎氏 和田 雄二 新冠 赤石 久夫 506－ 6 〃 クビ 56．9�
714 コーラルタワー 牡4黒鹿57 柴山 雄一田和 廣通氏 矢野 英一 新ひだか 鳥谷 勝彦 448－ 22：00．4クビ 10．4�
36 アンブリッジローズ 牡4鹿 57 丸田 恭介 	キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 442＋ 2 〃 アタマ 4．8

35 ギリサントポケサン 牡5鹿 57 岩崎 翼小田切有一氏 田中 章博 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 42：00．61� 13．5�
24 ヴェイパーコーン 牡4栗 57 荻野 琢真 �グリーンファーム和田 正道 新ひだか 前田 宗将 B510－ 22：00．81
 38．5
510 マジックポスト 牡5青鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 452－ 8 〃 クビ 92．2�
48 レッドクラーケン 牡4鹿 57 中舘 英二 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 492＋ 42：01．0	 6．0�
815 フェアープライド 牡6黒鹿57 松田 大作	下河辺牧場 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 488－ 82：01．1クビ 20．0�
12 マイネルナタリス 牡7黒鹿57 中井 裕二 �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 456－ 2 〃 ハナ 30．1�
816 ヤマニンアルゴシー 牡4栗 57 丸山 元気土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 468＋ 4 〃 アタマ 12．9�
59 マイネルグラード 牡6鹿 57 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 520＋ 62：01．2� 67．1�
47 レオネプチューン 牡6鹿 57 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 466－ 22：01．41
 23．9�
23 マックスストレイン 牡7栗 57 木幡 初也鈴木 芳夫氏 石毛 善彦 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 22：02．25 191．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，620，100円 複勝： 48，702，900円 枠連： 25，113，400円
馬連： 75，469，400円 馬単： 39，714，700円 ワイド： 32，840，400円
3連複： 105，084，000円 3連単： 180，624，000円 計： 538，168，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 1，330円 � 230円 枠 連（6－6） 13，410円

馬 連 �� 13，400円 馬 単 �� 21，620円

ワ イ ド �� 3，690円 �� 490円 �� 6，200円

3 連 複 ��� 22，700円 3 連 単 ��� 152，170円

票 数

単勝票数 計 306201 的中 � 65373（1番人気）
複勝票数 計 487029 的中 � 109384（1番人気）� 6814（14番人気）� 56635（3番人気）
枠連票数 計 251134 的中 （6－6） 1383（30番人気）
馬連票数 計 754694 的中 �� 4157（40番人気）
馬単票数 計 397147 的中 �� 1356（73番人気）
ワイド票数 計 328404 的中 �� 2090（41番人気）�� 18471（2番人気）�� 1233（62番人気）
3連複票数 計1050840 的中 ��� 3417（73番人気）
3連単票数 計1806240 的中 ��� 876（468番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―12．1―12．8―12．3―12．0―11．8―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．2―34．8―46．9―59．7―1：12．0―1：24．0―1：35．8―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シンボリジャズ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Kenmare デビュー 2012．12．9 中山3着

2010．3．25生 牡4鹿 母 スイートケンメア 母母 Sweet Titania 15戦2勝 賞金 29，290，000円
〔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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グレートヴァリュー号

３レース目



（26福島1）第6日 4月27日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

157，310，000円
7，300，000円
1，690，000円
13，930，000円
64，495，500円
5，572，800円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
257，245，400円
402，248，900円
172，789，300円
553，268，500円
346，164，000円
265，558，700円
796，770，100円
1，348，679，400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 4，142，724，300円

総入場人員 12，872名 （有料入場人員 10，599名）



平成26年度 第1回福島競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，089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 手 当

1，040，740，000円
2，080，000円
40，220，000円
10，560，000円
93，230，000円
385，465，250円
34，037，000円
10，454，400円

勝馬投票券売得金
1，437，568，700円
2，387，546，200円
935，274，200円
3，081，401，200円
1，897，341，400円
1，497，557，200円
4，434，775，700円
7，514，959，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 23，186，424，300円

総入場延人員 71，444名 （有料入場延人員 58，467名）
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