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11037 4月19日 晴 良 （27福島1）第4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

24 ブリンディス 牡3青鹿56 中谷 雄太新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム B500－101：09．3 3．4�
48 ヌンチェルラ 牡3鹿 56 勝浦 正樹湯浅 德昭氏 高橋 裕 新冠 赤石 久夫 498＋ 61：09．61� 31．7�
713 モンサンナシーラ 牡3栗 56 吉田 隼人山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 伊藤 敏明 510＋ 21：09．7� 9．9�
23 ラッキーダン 牡3黒鹿56 丹内 祐次田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 木村牧場 B466＋ 21：10．33� 2．7�
59 トミケンモヴェール 牡3栗 56 丸山 元気冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか グランド牧場 458－ 41：10．4クビ 10．6�
12 ブライアンキング 牡3鹿 56 松田 大作林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 474＋121：10．61 30．4�
816 ニシノバランス 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬西山 茂行氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 460＋ 4 〃 クビ 5．1	
510 ティアップサンダー 牡3黒鹿56 黛 弘人田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 474－ 41：10．7クビ 21．3

35 レッドラヴァルス 牝3黒鹿54 津村 明秀 �東京ホースレーシング 武藤 善則 千歳 社台ファーム 418－ 81：10．8� 91．8�
714 メモリーデシジョン �3栗 56 古川 吉洋�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 谷川牧場 466－121：10．9� 47．9
612 ブレーヴブラッド 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 462 ―1：11．11� 42．5�
611 ティーエスデュモル 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太田畑 利彦氏 岩元 市三 日高 Shall Farm 488＋ 41：12．05 190．0�
47 サンタイラー 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也加藤 信之氏 中舘 英二 浦河 浦河小林牧場 436 ―1：12．42� 140．0�
815 トウショウカプリス 牡3栗 56 西田雄一郎トウショウ産業� 古賀 史生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B460－ 21：13．25 152．5�
36 ハーティタイトル 牝3芦 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 石毛 善彦 新ひだか 森 俊雄 B466± 01：13．41 54．9�

（15頭）
11 ウォーターボンド 牡3青鹿56 藤懸 貴志山岡 良一氏 庄野 靖志 浦河 畔高牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 13，707，300円 複勝： 19，464，600円 枠連： 10，359，000円
馬連： 29，809，900円 馬単： 20，552，900円 ワイド： 17，889，700円
3連複： 44，645，100円 3連単： 68，659，600円 計： 225，088，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 970円 � 340円 枠 連（2－4） 2，380円

馬 連 �� 10，250円 馬 単 �� 14，140円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 880円 �� 5，720円

3 連 複 ��� 34，160円 3 連 単 ��� 187，130円

票 数

単勝票数 差引計 137073（返還計 202） 的中 � 31499（2番人気）
複勝票数 差引計 194646（返還計 184） 的中 � 36338（2番人気）� 4162（8番人気）� 14069（5番人気）
枠連票数 差引計 103590（返還計 6 ） 的中 （2－4） 3372（10番人気）
馬連票数 差引計 298099（返還計 712） 的中 �� 2253（25番人気）
馬単票数 差引計 205529（返還計 567） 的中 �� 1090（36番人気）
ワイド票数 差引計 178897（返還計 695） 的中 �� 1805（21番人気）�� 5438（9番人気）�� 781（43番人気）
3連複票数 差引計 446451（返還計 2660） 的中 ��� 980（75番人気）
3連単票数 差引計 686596（返還計 3704） 的中 ��� 266（392番人気）

ハロンタイム 9．7―10．7―11．4―12．0―12．6―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．4―31．8―43．8―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブリンディス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．2．14 京都5着

2012．3．27生 牡3青鹿 母 アジアンプリンセス 母母 Golden Aster 4戦1勝 賞金 7，600，000円
〔出走取消〕 ウォーターボンド号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハーティタイトル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月19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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マダムヤッコ号

11038 4月19日 晴 良 （27福島1）第4日 第2競走 ��1，200�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
1：07．0
1：06．5

良
良

714 アグネスリュシアン 牝3鹿 54 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 456＋ 21：09．4 4．9�
11 プラントアゲン 牝3黒鹿54 黛 弘人浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 富田 恭司 432－ 4 〃 ハナ 2．1�
35 フクノグローリア 牝3黒鹿54 勝浦 正樹福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 434－ 41：09．93 7．3�
47 レッドランタン 牝3青鹿54 中井 裕二 K.C．タン氏 中内田充正 浦河 駿河牧場 456－201：10．11� 7．3�
816 ブロンディジェニー 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也浅田 次郎氏 藤原 辰雄 日高 浜本牧場 416－20 〃 ハナ 8．4�
36 スリーアンゼラ 牝3栗 54 藤懸 貴志永井商事� 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 446 ―1：10．2クビ 163．3	
48 フクノハイスピード 牝3栗 54 的場 勇人福島 祐子氏 的場 均 新ひだか 山際牧場 426 ―1：10．41� 25．9

713 クラウンエンジェル 牝3青鹿 54

51 ▲伴 啓太矢野 恭裕氏 松永 康利 浦河 山田 昇史 432＋141：10．61� 153．1�
24 ウッチースネール 牝3栗 54 津村 明秀�谷岡牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 478 ― 〃 アタマ 21．6
510 エ ミ タ ン 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 八木農場 394 ―1：11．13 118．4�
815 ハイスピードバイオ 牝3鹿 54 丸山 元気バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 B434－ 8 〃 ハナ 117．5�
12 ウィステリアガール 牝3鹿 54 吉田 隼人岡田 壮史氏 栗田 徹 浦河 笹島 政信 426＋ 8 〃 ハナ 183．5�
612 ア ズ リ ー ニ 牝3鹿 54 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442 ―1：11．2� 42．5�
59 メイショウグラチェ 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 482 ― 〃 ハナ 21．9�
23 ホウザンモモ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗神田 通博氏 和田 雄二 鹿児島 松元 登 392－221：11．51� 168．2�
611 ファーマレミー 牝3黒鹿54 花田 大昂中西 功氏 日吉 正和 新ひだか 藤吉牧場 390 ―1：16．0大差 249．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，601，000円 複勝： 20，436，100円 枠連： 9，457，800円
馬連： 27，025，600円 馬単： 17，241，500円 ワイド： 14，969，600円
3連複： 36，379，400円 3連単： 50，374，500円 計： 191，485，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 130円 � 110円 � 160円 枠 連（1－7） 590円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 230円 �� 380円 �� 270円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 4，870円

票 数

単勝票数 計 156010 的中 � 25077（2番人気）
複勝票数 計 204361 的中 � 35301（2番人気）� 67297（1番人気）� 25385（3番人気）
枠連票数 計 94578 的中 （1－7） 12420（1番人気）
馬連票数 計 270256 的中 �� 36107（1番人気）
馬単票数 計 172415 的中 �� 8928（5番人気）
ワイド票数 計 149696 的中 �� 17904（1番人気）�� 9238（4番人気）�� 14206（2番人気）
3連複票数 計 363794 的中 ��� 29322（2番人気）
3連単票数 計 503745 的中 ��� 7498（7番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―11．4―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．3―45．7―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスリュシアン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．11．9 京都9着

2012．5．20生 牝3鹿 母 アグネスファスト 母母 ファイトガリバー 7戦1勝 賞金 7，550，000円
〔騎手変更〕 ウィステリアガール号の騎手原田和真は，第3回中山競馬第7日第11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〕 ファーマレミー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月19日まで平地競

走に出走できない。
※レッドランタン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 福島競馬 第４日



11039 4月19日 晴 良 （27福島1）第4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

713 フクノドービル 牡3鹿 56 丹内 祐次福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 484± 01：47．4 7．6�
712� エルブダムール 牡3栗 56 古川 吉洋加藤 誠氏 中竹 和也 米 Whisper Hill

Farm LLC 486－ 61：47．5� 6．7�
34 ララクードゥリオン 牡3青鹿56 森 一馬フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 494－ 61：48．56 26．5�
58 ダ ン カ ン 牡3鹿 56 川須 栄彦杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 448－ 2 〃 ハナ 15．1�
611 クワッドアクセル 牡3栗 56 津村 明秀島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 448－ 81：48．71	 6．5�
814 ミスズミラクル 牡3黒鹿 56

53 ▲加藤 祥太永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 武 牧場 478－ 21：48．91	 9．0	
23 リミットブレイク 牡3鹿 56 勝浦 正樹 
シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 506－ 61：49．0クビ 11．0�
59 シュンクルーズ 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太村田 滋氏 本間 忍 新冠 パカパカ
ファーム 450－ 81：49．32 259．0�

35 ヴェリタスキング 牡3黒鹿 56
55 ☆松若 風馬松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 484－ 41：49．5� 2．6

22 オールマイタイム 牡3栗 56
53 ▲木幡 初也スリースターズレーシング 田村 康仁 新冠 堤 牧場 508－ 41：49．81� 16．5�

47 ゴールドクェスト 牡3鹿 56 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 472－ 8 〃 ハナ 33．3�
46 ノースフォンテン 牡3芦 56 丸田 恭介吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 464－121：50．01	 188．3�
610 ポッドカイザー 牡3鹿 56 丸山 元気小川眞査雄氏 大竹 正博 新ひだか 下屋敷牧場 486－ 61：50．74 88．5�
11 テ ム ズ 牡3黒鹿56 熊沢 重文石川 幸司氏 大根田裕之 新ひだか 山野牧場 506 ―1：50．91
 67．1�
815 キタノキャンパス 牝3黒鹿54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 見上牧場 440－161：51．96 199．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，282，000円 複勝： 21，109，300円 枠連： 10，195，500円
馬連： 28，375，500円 馬単： 17，013，500円 ワイド： 17，010，100円
3連複： 38，699，500円 3連単： 52，460，700円 計： 200，146，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 210円 � 220円 � 630円 枠 連（7－7） 1，920円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 620円 �� 2，500円 �� 2，880円

3 連 複 ��� 16，370円 3 連 単 ��� 71，490円

票 数

単勝票数 計 152820 的中 � 15979（4番人気）
複勝票数 計 211093 的中 � 29535（3番人気）� 27231（4番人気）� 7023（9番人気）
枠連票数 計 101955 的中 （7－7） 4107（9番人気）
馬連票数 計 283755 的中 �� 11369（9番人気）
馬単票数 計 170135 的中 �� 3775（13番人気）
ワイド票数 計 170101 的中 �� 7523（6番人気）�� 1694（28番人気）�� 1469（32番人気）
3連複票数 計 386995 的中 ��� 1773（54番人気）
3連単票数 計 524607 的中 ��� 532（237番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―11．9―12．4―13．2―12．8―12．7―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．3―42．7―55．9―1：08．7―1：21．4―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フクノドービル �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．8．24 札幌9着

2012．4．4生 牡3鹿 母 マチカネキミガタメ 母母 マチカネカガリビ 9戦1勝 賞金 7，600，000円
〔制裁〕 ララクードゥリオン号の騎手森一馬は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11番・14番）
※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 マケナイデ号・ラヴィダフェリース号・ララオムドゥクー号

11040 4月19日 晴 良 （27福島1）第4日 第4競走 ��2，750�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� 基準タイム2：57．4良

58 ドクタールキア 牝5鹿 58 浜野谷憲尚松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 468＋102：59．3 7．3�
11 ピタゴラスコンマ 牡6鹿 60 金子 光希髙瀬 真尚氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 512＋ 22：59．51� 9．2�
45 ワールドマッチ 牡4栗 59 林 満明 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 484－ 82：59．71� 8．1�
813 タッチドヘヴンリー 牡7鹿 60 北沢 伸也谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 520＋ 22：59．91� 1．8�
57 � グリーティングワン 牡5黒鹿60 平沢 健治井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 23：00．75 39．8�
814 バンスタンウォルツ �7鹿 60 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 476＋ 23：03．0大差 23．9	
34 タケルハヤテ 牡7鹿 60 山本 康志森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 464± 03：03．85 39．2

69 レオウィッシュ 牡4栗 59 熊沢 重文�レオ 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 B484＋ 63：04．11	 8．1�
711 トゥルーフレンド 牡6鹿 60 難波 剛健武田 茂男氏 加藤 敬二 むかわ ヤマイチ牧場 488＋ 23：04．52
 93．3
33 シンボリボルドー 牡8鹿 60 小野寺祐太シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 478＋ 63：06．7大差 75．6�
610� デカントラップ 牡6栗 60 森 一馬池谷 誠一氏 竹内 正洋 新ひだか 本桐牧場 470－ 63：06．8
 107．5�
712 イ キ �5栗 60 中村 将之前田 幸治氏 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468－103：07．43
 103．5�
46 ハ ノ ハ ノ 牡7鹿 60 白浜 雄造�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 474－ 23：10．3大差 14．0�
22 タッテナムコーナー �4栗 59 高野 和馬�和田牧場 和田正一郎 日高 藤本ファーム 442± 03：10．4	 269．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，064，300円 複勝： 17，211，300円 枠連： 9，989，000円
馬連： 24，654，800円 馬単： 17，467，900円 ワイド： 15，067，000円
3連複： 37，380，000円 3連単： 61，118，900円 計： 198，953，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 230円 � 240円 � 220円 枠 連（1－5） 2，080円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 790円 �� 750円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 5，760円 3 連 単 ��� 36，770円

票 数

単勝票数 計 160643 的中 � 17489（2番人気）
複勝票数 計 172113 的中 � 19474（4番人気）� 18074（5番人気）� 20870（3番人気）
枠連票数 計 99890 的中 （1－5） 3714（9番人気）
馬連票数 計 246548 的中 �� 7015（10番人気）
馬単票数 計 174679 的中 �� 2511（15番人気）
ワイド票数 計 150670 的中 �� 4939（8番人気）�� 5233（7番人気）�� 3721（13番人気）
3連複票数 計 373800 的中 ��� 4865（22番人気）
3連単票数 計 611189 的中 ��� 1205（112番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 51．2－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドクタールキア �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 メジロライアン デビュー 2012．11．4 東京13着

2010．3．22生 牝5鹿 母 ドクターベローナ 母母 シヨノフォルテシモ 障害：10戦1勝 賞金 17，900，000円
〔騎手変更〕 シンボリボルドー号の騎手江田勇亮は，第3回中山競馬第7日第11競走での落馬負傷のため小野寺祐太に変更。

レオウィッシュ号の騎手原田和真は，第3回中山競馬第7日第11競走での落馬負傷のため熊沢重文に変更。
デカントラップ号の騎手草野太郎は，第3回中山競馬第7日第11競走での落馬負傷のため森一馬に変更。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トーセンローツェ号
（非抽選馬） 1頭 シゲルキシュウ号



11041 4月19日 晴 良 （27福島1）第4日 第5競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走12時05分 （芝・右）

若手騎手，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
1：43．9

良
良

24 サンデーウィザード 牡3鹿 56
55 ☆松若 風馬巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 436－ 21：49．4 2．4�

714 ラ ム レ イ 牝3鹿 54 杉原 誠人山本 剛史氏 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 464＋ 81：49．5� 13．4�
816 ドリームポリーニ 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太セゾンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 450－ 21：49．71� 136．7�
36 ダンツカペラ 牡3黒鹿56 菅原 隆一山元 哲二氏 山内 研二 浦河 上山牧場 486－ 21：49．91� 10．9�
611 アコルダージュ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 440－ 41：50．0� 31．6	
48 マインドシフト 牝3鹿 54 西村 太一岡田 繁幸氏 鈴木 伸尋 えりも エクセルマネジメント B426－ 41：50．1� 38．9

510 マイネルクレイモア 牡3芦 56 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 4 〃 ハナ 3．3�
12 ウインアシュリン 牝3栗 54 森 一馬�ウイン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 420－ 4 〃 クビ 10．3�
35 ノ ー ク ラ イ �3栗 56

53 ▲加藤 祥太山住 勲氏 須貝 尚介 新ひだか チャンピオンズファーム B448－ 61：50．2� 16．0
59 サ ン ベ イ ル 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎加藤 信之氏 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 434－ 4 〃 クビ 36．2�
713 ア ジ ル 牡3鹿 56 藤懸 貴志村上 稔氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 454± 01：50．62� 17．6�
815 デスドロップ 牝3鹿 54 長岡 禎仁畑佐 博氏 岩戸 孝樹 浦河 富田牧場 390－ 81：50．7� 194．8�
47 クリノテツマン 牡3栗 56 平野 優栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 堤 牧場 446－101：51．33� 162．0�
612 シベリアンアポジー 牡3栗 56 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 B508－101：51．72� 21．1�
11 ダイメイバーニング 牝3黒鹿54 花田 大昂宮本 孝一氏 石栗 龍彦 むかわ 佐久間 孝司 414－101：52．97 227．1�
23 コウヨウナイト 牡3青鹿56 小野寺祐太寺内 正光氏 中舘 英二 浦河 本巣 一敏 448 ―1：55．0大差 152．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，269，500円 複勝： 20，246，500円 枠連： 11，083，000円
馬連： 33，720，200円 馬単： 22，735，800円 ワイド： 20，265，700円
3連複： 50，486，300円 3連単： 76，356，000円 計： 251，163，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 310円 � 1，220円 枠 連（2－7） 690円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 660円 �� 3，090円 �� 16，790円

3 連 複 ��� 47，800円 3 連 単 ��� 119，040円

票 数

単勝票数 計 162695 的中 � 53286（1番人気）
複勝票数 計 202465 的中 � 61433（1番人気）� 14272（5番人気）� 2887（12番人気）
枠連票数 計 110830 的中 （2－7） 12440（2番人気）
馬連票数 計 337202 的中 �� 15336（4番人気）
馬単票数 計 227358 的中 �� 7701（5番人気）
ワイド票数 計 202657 的中 �� 8498（4番人気）�� 1643（28番人気）�� 297（73番人気）
3連複票数 計 504863 的中 ��� 792（104番人気）
3連単票数 計 763560 的中 ��� 465（313番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―35．6―48．8―1：01．3―1：13．4―1：25．3―1：37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンデーウィザード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Include デビュー 2014．8．10 小倉2着

2012．2．14生 牡3鹿 母 シーズインクルーデッド 母母 Dancingonice 6戦1勝 賞金 9，800，000円
〔騎手変更〕 ウインアシュリン号の騎手原田和真は，第3回中山競馬第7日第11競走での落馬負傷のため森一馬に変更。
〔発走状況〕 デスドロップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 デスドロップ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 コウヨウナイト号は，競走中に疾病〔左寛骨々折〕を発症。なお、同馬は予後不良。
※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 ジョウノチェリー号

11042 4月19日 晴 良 （27福島1）第4日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12時35分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

813 マックスユーキャン 牝4栗 55 津村 明秀 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 21：47．3 7．2�

58 タイセイティグレス 牝4青鹿55 勝浦 正樹田中 成奉氏 菊川 正達 えりも 寺井 文秀 462－ 81：47．4� 4．1�
22 モンシュシュ 牝5鹿 55 松田 大作 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 508－ 21：47．5� 5．1�
57 ラヴァズアゲイン 牝6栗 55 古川 吉洋岡 浩二氏 小笠 倫弘 えりも エクセルマネジメント 474－ 2 〃 ハナ 7．5�
11 グランドエンジェル 牝4鹿 55 吉田 隼人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440± 01：47．6� 6．6	
712 タガノレオーネ 牝5鹿 55

52 ▲伴 啓太八木 良司氏 池添 学 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 498＋ 41：47．7クビ 37．5


45 � ヤ マ ガ ー ル 牝5栗 55
52 ▲木幡 初也西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 514± 01：47．8� 8．4�

814 ヒラボクレジーナ 牝4鹿 55
54 ☆松若 風馬�平田牧場 大竹 正博 日高 下河辺牧場 466－ 21：48．22� 8．1�

711 クリアーパッション 牝4鹿 55 宮崎 北斗下河辺隆行氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 452＋141：48．3クビ 120．4
610 タマモアルバ 牝5鹿 55

52 ▲加藤 祥太タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 470－101：48．51� 24．9�
69 メテオレイン 牝6鹿 55 丸田 恭介亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 464－ 81：48．82 33．8�
33 ヒ ラ リ ア ス 牝4鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 448－ 4 〃 ハナ 79．3�
34 キボウダクリチャン 牝6栗 55 長岡 禎仁栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 468＋ 21：49．22� 165．0�
46 ディアマイベイビー 牝5青鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 470－ 41：49．41	 33．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，668，800円 複勝： 22，708，800円 枠連： 10，399，400円
馬連： 29，439，700円 馬単： 18，293，900円 ワイド： 18，457，900円
3連複： 41，112，500円 3連単： 60，032，700円 計： 217，113，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 230円 � 160円 � 180円 枠 連（5－8） 560円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 600円 �� 710円 �� 530円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 18，440円

票 数

単勝票数 計 166688 的中 � 18381（4番人気）
複勝票数 計 227088 的中 � 22823（5番人気）� 43012（1番人気）� 31854（3番人気）
枠連票数 計 103994 的中 （5－8） 14384（1番人気）
馬連票数 計 294397 的中 �� 16079（4番人気）
馬単票数 計 182939 的中 �� 3292（15番人気）
ワイド票数 計 184579 的中 �� 7957（5番人気）�� 6559（8番人気）�� 9040（4番人気）
3連複票数 計 411125 的中 ��� 9930（5番人気）
3連単票数 計 600327 的中 ��� 2360（45番人気）

ハロンタイム 7．0―11．5―11．9―12．6―12．6―12．4―12．8―13．1―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―30．4―43．0―55．6―1：08．0―1：20．8―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マックスユーキャン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2013．12．15 中山5着

2011．4．30生 牝4栗 母 マックスキャンドゥ 母母 マツクスドリーマー 12戦2勝 賞金 14，170，000円
〔制裁〕 マックスユーキャン号の騎手津村明秀は，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。



11043 4月19日 晴 良 （27福島1）第4日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時05分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，57�，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

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

59 セトノフラッパー 牝5栗 55 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 450－ 21：08．8 6．2�
23 メモリーレーン 牝4栗 55

52 ▲加藤 祥太 �シルクレーシング 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B470＋ 81：09．01� 16．9�

47 プラチナブロンド 牝4黒鹿55 丸田 恭介 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 428－ 41：09．1� 3．7�
36 ビリーヴザワン �4鹿 57 黛 弘人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 472－10 〃 アタマ 13．5�
12 グ ラ ン ツ 牡4黒鹿57 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 6 〃 クビ 4．8�
816 スナークマスカラス 牡4栗 57

54 ▲野中悠太郎杉本 豊氏 川村 禎彦 日高 藤本ファーム 470－ 21：09．2クビ 75．1	
11 	 ムーンドロップ 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也
Basic 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 442－14 〃 クビ 15．8�
48 ランパスキャット 牡5黒鹿 57

56 ☆松若 風馬丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 498－ 2 〃 ハナ 5．6�
713 コウエイダイオウ 牡4芦 57 藤懸 貴志西岡 静男氏 松元 茂樹 日高 シンボリ牧場 472＋ 41：09．51
 92．5
815 タイセイゼニス 牝5黒鹿55 杉原 誠人田中 成奉氏 森田 直行 日高 藤本ファーム B482＋ 21：09．6クビ 38．6�
35 アルトゥーナ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 420－ 21：09．7
 37．8�
612 タカラジャンヌ 牝4鹿 55 吉田 隼人村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 406－161：09．91 55．6�
611 スピーディユウマ 牝5青鹿 55

52 ▲伴 啓太竹國美枝子氏 竹内 正洋 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438＋ 61：10．0� 21．2�

510 イ ス ル ギ 牝4黒鹿55 丸山 元気山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン
ズファーム 432－10 〃 クビ 24．5�

24 キョウエイダルク 牝4鹿 55 西田雄一郎田中 晴夫氏 武藤 善則 新冠 松浦牧場 432± 01：10．1
 90．4�
714 ニナフェアリー 牝4鹿 55 松田 大作 
ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 448＋ 6 〃 ハナ 20．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，700，900円 複勝： 21，937，900円 枠連： 12，470，700円
馬連： 32，485，600円 馬単： 18，539，100円 ワイド： 20，091，400円
3連複： 47，377，900円 3連単： 65，990，300円 計： 236，593，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 480円 � 190円 枠 連（2－5） 3，730円

馬 連 �� 4，730円 馬 単 �� 7，470円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 530円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 10，230円 3 連 単 ��� 66，810円

票 数

単勝票数 計 177009 的中 � 22762（4番人気）
複勝票数 計 219379 的中 � 30247（4番人気）� 9586（7番人気）� 34659（2番人気）
枠連票数 計 124707 的中 （2－5） 2588（16番人気）
馬連票数 計 324856 的中 �� 5313（15番人気）
馬単票数 計 185391 的中 �� 1861（23番人気）
ワイド票数 計 200914 的中 �� 2612（28番人気）�� 10366（2番人気）�� 2719（25番人気）
3連複票数 計 473779 的中 ��� 3471（36番人気）
3連単票数 計 659903 的中 ��� 716（224番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．0―11．5―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．4―44．9―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セトノフラッパー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．10．13 京都3着

2010．3．5生 牝5栗 母 マルカアイチャン 母母 マルカコマチ 25戦3勝 賞金 43，780，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 エクスシア号
（非抽選馬） 2頭 コスモマイルール号・ドナエテルニテ号

11044 4月19日 晴 良 （27福島1）第4日 第8競走 ��1，150�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�

本 賞 7，000，000円 2，300，000
2，300，000

円
円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

11 スピーディードータ 牝6鹿 55 丸山 元気ホースアディクト小西 一男 日高 坂 牧場 468－ 41：09．6 113．3�
713 コウエイテンペスタ 牝4黒鹿55 古川 吉洋伊東 政清氏 湯窪 幸雄 新冠 オリエント牧場 504＋ 6 〃 クビ 13．5�
814 ヤマニンアタシャン 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 422± 0 〃 同着 4．5�
712 スノーレパード 牝4黒鹿 55

52 ▲伴 啓太 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 452－ 21：09．7クビ 16．4�

59 � プレシャスベガ 牝4黒鹿55 川須 栄彦杉山 忠国氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B448± 01：09．8� 24．8�

815 キャメロンロード 牝5鹿 55 丸田 恭介森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 446－ 4 〃 クビ 80．9�
47 スイートガーデン 牝4鹿 55 松田 大作田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 500＋ 41：09．9クビ 2．8	
22 アイネクライネ 牝5芦 55 丹内 祐次田島榮二郎氏 大江原 哲 浦河 有限会社

松田牧場 462－ 41：10．11 15．4

46 セ イ ク ラ ベ 牝5青鹿55 杉原 誠人江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 464－ 2 〃 アタマ 53．5�
35 ホワイトポピー 牝5芦 55 勝浦 正樹楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 B446± 01：10．2� 6．7�
23 エ ゴ イ ス ト 牝4鹿 55

52 ▲加藤 祥太田端 修氏 加用 正 日高 タバタファーム 488＋ 61：10．41	 8．7
611 ジャストフレンズ 牝6鹿 55 黛 弘人阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 432－121：10．5� 174．0�
34 � サンテレーズ 牝5鹿 55

52 ▲野中悠太郎小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 424－ 41：11．24 182．6�
58 ベストリーダー 牝4栗 55

54 ☆松若 風馬 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 21：11．52 8．2�

610 ミ ス ネ バ ー 牝6栗 55 西村 太一澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 480＋ 21：11．6� 180．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，840，300円 複勝： 23，724，300円 枠連： 13，522，900円
馬連： 34，726，000円 馬単： 19，042，200円 ワイド： 20，941，500円
3連複： 47，309，300円 3連単： 69，206，100円 計： 247，312，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，330円 複 勝 � 1，950円 �
�

340円
190円 枠 連（1－7）（1－8）

12，550円
10，340円

馬 連 ��
��

43，500円
19，600円 馬 単 ��

��
73，590円
50，650円

ワ イ ド ��
��

18，520円
10，760円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 124，060円 3 連 単 ���
���

522，640円
482，440円

票 数

単勝票数 計 188403 的中 � 1330（12番人気）
複勝票数 計 237243 的中 � 2509（12番人気）� 17686（6番人気）� 40206（2番人気）
枠連票数 計 135229 的中 （1－7） 417（32番人気）（1－8） 507（30番人気）
馬連票数 計 347260 的中 �� 309（78番人気）�� 687（57番人気）
馬単票数 計 190422 的中 �� 97（148番人気）�� 141（130番人気）
ワイド票数 計 209415 的中 �� 285（76番人気）�� 492（60番人気）�� 5067（13番人気）
3連複票数 計 473093 的中 ��� 286（192番人気）
3連単票数 計 692061 的中 ��� 48（1347番人気） ��� 52（1286番人気）

ハロンタイム 9．6―10．7―11．1―11．9―12．6―13．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．3―31．4―43．3―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピーディードータ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 フレンチグローリー デビュー 2011．9．25 札幌4着

2009．2．9生 牝6鹿 母 グロリアスドータ 母母 インパチエンス 29戦3勝 賞金 27，100，000円
〔制裁〕 ヤマニンアタシャン号の騎手木幡初也は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）



11045 4月19日 曇 良 （27福島1）第4日 第9競走 ��1，700�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 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

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

46 エアーウェーブ 牡5鹿 57
54 ▲加藤 祥太小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 522－121：47．2 6．5�

712 デジタルフラッシュ 牡4栗 57 勝浦 正樹 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 464－ 21：47．62� 3．1�
711 テイエムコンドル 牡4鹿 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 432－ 81：47．7� 8．0�
33 � コスモカウピリ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 488－121：47．8� 7．4�
58 ゼンノスサノヲ 牡4栗 57 熊沢 重文大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 482－ 21：47．9� 23．3�
610� スズカアーサー 牡6鹿 57

54 ▲伴 啓太永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 486－ 41：48．0クビ 16．5	
57 マンオブグァテマラ 牡4芦 57

54 ▲木幡 初也吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 476－121：48．21� 31．4

813� フェイトアゲン 牡4鹿 57 宮崎 北斗浅川 皓司氏 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 450－131：48．51� 24．5�
814 ルスナイスナイパー 牡6栗 57 松田 大作�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 468＋101：48．71 5．3�
45 アップルハウス 牡5青鹿57 平野 優新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 444－ 21：48．8� 43．2
22 テ ン カ イ チ 牡5鹿 57 丸山 元気大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 448± 01：49．11� 73．1�
34 � レッドローズキング 牡4栗 57 丸田 恭介小野 博郷氏 土田 稔 新ひだか 稲葉牧場 460－ 91：50．16 100．7�
69 ハ ク サ ン 牡9黒鹿57 五十嵐雄祐篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 440－ 61：50．52� 175．8�
11 � ロードスウィープ 牡4黒鹿57 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 牧 光二 浦河 上山牧場 B502－111：51．35 9．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，149，400円 複勝： 24，608，400円 枠連： 12，418，900円
馬連： 38，656，600円 馬単： 21，318，300円 ワイド： 21，356，000円
3連複： 48，692，000円 3連単： 74，035，400円 計： 260，235，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 180円 � 150円 � 210円 枠 連（4－7） 620円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 360円 �� 890円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 11，620円

票 数

単勝票数 計 191494 的中 � 23534（3番人気）
複勝票数 計 246084 的中 � 35780（2番人気）� 48384（1番人気）� 27023（5番人気）
枠連票数 計 124189 的中 （4－7） 15521（2番人気）
馬連票数 計 386566 的中 �� 28591（2番人気）
馬単票数 計 213183 的中 �� 6952（6番人気）
ワイド票数 計 213560 的中 �� 16245（1番人気）�� 5693（10番人気）�� 11318（4番人気）
3連複票数 計 486920 的中 ��� 15447（4番人気）
3連単票数 計 740354 的中 ��� 4618（18番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．6―30．4―43．4―56．2―1：08．6―1：21．0―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．6
1
3
6－1－（3，12）13（4，5）14－（8，11）－7－9－10－2
6（1，12，13）（3，11）（5，14）（4，8）－（7，10）－9－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エアーウェーブ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．10．20 京都8着

2010．3．27生 牡5鹿 母 ユーワゼフィルス 母母 ウッドマンズシック 23戦2勝 賞金 19，300，000円
〔騎手変更〕 テンカイチ号の騎手原田和真は，第3回中山競馬第7日第11競走での落馬負傷のため丸山元気に変更。
〔制裁〕 スズカアーサー号の騎手伴啓太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

11046 4月19日 曇 良 （27福島1）第4日 第10競走 ��
��1，200�

ゆき

雪 う さ ぎ 賞
発走14時40分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 8，900，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，300，000円 890，000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
1：07．0
1：06．5

良
良

11 ヴィクタープライム 牡3青鹿56 長岡 禎仁村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 442＋ 21：08．7 14．5�
22 エリーティアラ 牝3青鹿54 宮崎 北斗谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B456－ 21：09．12� 5．1�
814 トゥルームーン 牝3鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 日高 荒井ファーム 466－ 8 〃 アタマ 10．1�
713� スズカブレーン 牡3鹿 56 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 472± 01：09．2� 4．2�
815 トーセンペンタゴン 牡3青 56 嶋田 純次島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B470－ 6 〃 クビ 13．2�
47 ピックアンドポップ 牡3青鹿56 丹内 祐次大内 康平氏 武井 亮 新ひだか 水丸牧場 480± 01：09．3クビ 7．5	
611 ショウナンライコウ 牡3鹿 56 勝浦 正樹国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 472－ 8 〃 ハナ 28．9

23 マコトグナイゼナウ 牡3青鹿56 松若 風馬�ディアマント 	島 一歩 安平 ノーザンファーム 428－ 21：09．51
 3．9�
58 パ オ ロ ッ サ 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 466± 0 〃 クビ 39．7
610� タイセイスウォード 牡3芦 56 森 一馬田中 成奉氏 森田 直行 むかわ 上水牧場 460± 01：09．6クビ 34．4�
59 ロ ッ ト リ ー 牝3鹿 54 川須 栄彦青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 418－ 4 〃 クビ 19．0�
712 ユ ウ ユ ウ 牝3栗 54 伴 啓太中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム B448－ 61：09．7� 59．4�
46 イ オ 牝3栗 54 小野寺祐太�ミルファーム 根本 康広 浦河 平成ファーム 474－10 〃 クビ 49．8�
35 スミレタンポポ 牝3鹿 54 木幡 初也海谷 幸司氏 金成 貴史 浦河 高野牧場 398－ 21：09．91
 132．9�
34 スナッチアキス 牝3鹿 54 野中悠太郎西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 424＋ 21：10．22 137．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，039，000円 複勝： 32，144，000円 枠連： 19，744，100円
馬連： 62，227，700円 馬単： 32，344，800円 ワイド： 30，488，700円
3連複： 84，841，900円 3連単： 125，426，400円 計： 412，256，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 510円 � 230円 � 390円 枠 連（1－2） 1，620円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 5，280円

ワ イ ド �� 890円 �� 3，800円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 15，300円 3 連 単 ��� 92，880円

票 数

単勝票数 計 250390 的中 � 13799（7番人気）
複勝票数 計 321440 的中 � 14965（7番人気）� 42053（3番人気）� 20686（6番人気）
枠連票数 計 197441 的中 （1－2） 9437（8番人気）
馬連票数 計 622277 的中 �� 18711（8番人気）
馬単票数 計 323448 的中 �� 4587（19番人気）
ワイド票数 計 304887 的中 �� 9181（7番人気）�� 2006（40番人気）�� 4575（19番人気）
3連複票数 計 848419 的中 ��� 4157（47番人気）
3連単票数 計1254264 的中 ��� 979（298番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．1―11．5―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．4―44．9―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィクタープライム �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2015．2．15 小倉1着

2012．4．13生 牡3青鹿 母 ス ー リ ア 母母 メイシヨウコマチ 4戦2勝 賞金 15，292，000円
※出走取消馬 テイクウォーニング号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）17頭 アグネスユーリヤ号・アドマイヤナイト号・アルマクレヨン号・イッテツ号・ヴィクトリースノー号・

ガルノーヴァ号・キリシマツバサ号・タタラ号・タピエス号・トウショウピスト号・バリアーモ号・
ビレッジトプテム号・フェアラフィネ号・ヘニースウィフト号・マルヨバクシン号・メランコリア号・レッドムーン号



11047 4月19日 曇 良 （27福島1）第4日 第11競走 ��
��2，600�

おく ほ そ み ち

奥 の 細 道 特 別
発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

福島競馬振興会長賞（1着）
賞 品

本 賞 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000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
2：37．3
2：37．3

良
良

35 カ ノ ン 牝5鹿 55 松田 大作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 476－ 42：38．3 9．2�

48 メイショウブシン 牡5鹿 57 丸田 恭介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 464－ 82：38．93� 5．7�
11 	 ラルプデュエズ 牡5黒鹿57 熊沢 重文吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 482－12 〃 クビ 6．0�
816 プレストウィック 牡4芦 57 津村 明秀 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 520－142：39．0クビ 4．3�
611 アンブリッジローズ 牡5鹿 57 杉原 誠人 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 446± 02：39．21
 9．1	
59 シークレットパス 牡4芦 57 木幡 初広岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 444－12 〃 アタマ 41．7

24 ルミナスレッド 牝6鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 504＋ 62：39．3クビ 26．1�
36 タイキプレミアム 牡6鹿 57 吉田 隼人�大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 464－122：39．62 65．0�
612 グレートヴァリュー 牡7黒鹿57 村田 一誠小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 456－ 8 〃 アタマ 36．1
815 ウインレーベン 牡4青鹿57 丹内 祐次�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 446－ 62：39．7クビ 21．1�
12 パリソワール 牡6栗 57 松若 風馬丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 444± 02：39．91� 13．4�
714 ランフォージン 牡6黒鹿57 難波 剛健 �社台レースホース高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B456± 02：40．21� 32．9�
23 アグリッパーバイオ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 438－ 82：40．73 7．7�
713 アドマイヤネアルコ 牡7芦 57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 482－ 22：40．91 20．3�
47 ローレルソラン 牡7鹿 57 伊藤 工真 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 458－ 4 〃 クビ 59．3�
510 アンジュデュバン 牝4黒鹿55 宮崎 北斗後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 438－ 6 （競走中止） 111．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，069，500円 複勝： 49，362，600円 枠連： 38，177，800円
馬連： 145，447，700円 馬単： 66，217，000円 ワイド： 59，894，000円
3連複： 205，249，600円 3連単： 300，491，500円 計： 898，909，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 270円 � 200円 � 210円 枠 連（3－4） 3，120円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 6，510円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，080円 �� 800円

3 連 複 ��� 5，570円 3 連 単 ��� 37，750円

票 数

単勝票数 計 340695 的中 � 29327（6番人気）
複勝票数 計 493626 的中 � 44243（5番人気）� 70385（2番人気）� 61771（3番人気）
枠連票数 計 381778 的中 （3－4） 9453（17番人気）
馬連票数 計1454477 的中 �� 37830（10番人気）
馬単票数 計 662170 的中 �� 7623（24番人気）
ワイド票数 計 598940 的中 �� 14233（9番人気）�� 14188（10番人気）�� 19608（5番人気）
3連複票数 計2052496 的中 ��� 27607（13番人気）
3連単票数 計3004915 的中 ��� 5770（102番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．0―12．6―12．3―12．2―13．0―12．4―11．9―11．6―12．0―12．0―12．1

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�
12．9―24．2―36．2―48．8―1：01．1―1：13．3―1：26．3―1：38．7―1：50．6―2：02．2―2：14．2―2：26．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ノ ン �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 メジロテイターン デビュー 2012．11．10 京都5着

2010．3．27生 牝5鹿 母 ピアノレッスン 母母 サングリーン 29戦4勝 賞金 60，718，000円
〔競走中止〕 アンジュデュバン号は，2周目3コーナーで内側に斜行した「ラルプデュエズ」号の影響を受け大きくバランスをくずし，2

周目4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ラルプデュエズ号の騎手熊沢重文は，2周目3コーナーで内側に斜行したことについて平成27年4月25日から平成27年5月

3日まで騎乗停止。（被害馬：5番・10番・2番・8番）
※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 レイトライザー号

11048 4月19日 曇 良 （27福島1）第4日 第12競走 ��
��2，000�

じ ょ う ど だ い ら

浄 土 平 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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 455，000
455，000

円
円

付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード
中央レコード

1：57．3
1：56．1

良
良

35 マイネルヴェルス 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 536＋102：00．7 24．9�

59 リ ノ リ オ 牡4黒鹿57 丸田 恭介�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 508＋ 6 〃 クビ 7．3�
48 � ショウナンアトラス 牡4鹿 57 古川 吉洋国本 哲秀氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 22：00．91	 11．4�
36 レッドクラーケン 牡5鹿 57 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 512± 0 〃 ハナ 16．5�
11 ヴァルコイネン 牡4芦 57 勝浦 正樹吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 464－ 22：01．0
 8．0�
510 ロ ー ハ イ ド 牡4鹿 57 丸山 元気石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 4 〃 同着 3．1	
815 ファイネストアワー 牡4栗 57 津村 明秀矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 444± 0 〃 アタマ 133．2

714 メイショウグレア 牝5鹿 55 川須 栄彦松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 410－ 22：01．21
 119．2�
47 オメガユニコーン 牡5黒鹿57 吉田 隼人原 �子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 ハナ 8．6�
816� ベネフィットユー 牡6黒鹿57 熊沢 重文宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 450－102：01．3クビ 17．5
612 エーデルグランツ 牡4青鹿57 松田 大作 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B476－ 42：01．51	 8．9�
611 ローレルトルネード 牡4栗 57 松若 風馬 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 前田牧場 470－ 82：01．81� 6．9�
12 ヤマニンアルゴシー 5栗 57 伊藤 工真土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 454－ 82：01．9� 51．1�
24 コスモミレディー 牝4栗 55 木幡 初也 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 420－ 82：02．0クビ 109．9�
23 � ユニフィケーション 牡5鹿 57 伴 啓太池谷 誠一氏 竹内 正洋 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 2 〃 クビ 167．4�
713 ビレッジソング 牝4鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 422＋ 62：02．53 207．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，684，400円 複勝： 52，620，700円 枠連： 29，677，300円
馬連： 93，485，400円 馬単： 45，165，100円 ワイド： 44，438，000円
3連複： 127，247，700円 3連単： 202，228，200円 計： 630，546，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，490円 複 勝 � 740円 � 290円 � 390円 枠 連（3－5） 1，500円

馬 連 �� 9，650円 馬 単 �� 22，730円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 4，570円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 39，190円 3 連 単 ��� 258，120円

票 数

単勝票数 計 356844 的中 � 11450（10番人気）
複勝票数 計 526207 的中 � 16940（10番人気）� 51904（5番人気）� 35357（7番人気）
枠連票数 計 296773 的中 （3－5） 15247（7番人気）
馬連票数 計 934854 的中 �� 7501（37番人気）
馬単票数 計 451651 的中 �� 1490（78番人気）
ワイド票数 計 444380 的中 �� 4655（35番人気）�� 2473（46番人気）�� 7058（22番人気）
3連複票数 計1272477 的中 ��� 2435（112番人気）
3連単票数 計2022282 的中 ��� 568（709番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―35．5―48．3―1：00．7―1：13．1―1：24．8―1：36．4―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルヴェルス �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．10．12 東京9着

2011．2．16生 牡4鹿 母 マイネヌーヴェル 母母 マイネプリテンダー 5戦2勝 賞金 16，541，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 オメガユニコーン号は，枠入り不良。
※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） 1頭 バトルジェジェジェ号
（非抽選馬） 3頭 ジンライムデザイア号・ダークサイド号・ネコタイショウ号

３レース目



（27福島1）第4日 4月19日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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

164，520，000円
3，140，000円
5，760，000円
1，740，000円
14，710，000円
66，827，500円
5，520，800円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
244，076，400円
325，574，500円
187，495，400円
580，054，700円
315，932，000円
300，869，600円
809，421，200円
1，206，380，300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 3，969，804，100円

総入場人員 13，525名 （有料入場人員 11，705名）
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