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11049 4月23日 曇 良 （28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

36 クリプトスコード 牝3栗 54 勝浦 正樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 476－ 81：09．7 4．3�

816 コパノマイケル 牡3栗 56 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 日高 三城牧場 498－ 4 〃 アタマ 3．8�
23 � サーブルクーリール 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 巧也吉田 和子氏 久保田貴士 米 Audley End 462－ 41：10．44 13．8�
59 グランアルバス 牡3鹿 56 松若 風馬飯田 訓大氏 森 秀行 日高 本間牧場 460－ 41：10．5� 4．0�
11 コ ド ウ 牝3栗 54 宮崎 北斗島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 418－ 41：10．6	 260．1	
35 ビ バ ラ ビ ダ 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 452－ 41：10．7クビ 8．6

714 ケイジーファルコン 牡3栗 56 柴山 雄一鹿倉 勝
氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 430＋ 61：11．23 7．3�
24 ラインスラッガー 牡3鹿 56

54 △伴 啓太大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 新冠 松本 信行 464± 0 〃 ハナ 108．5�
47 シゲルカマス 牝3鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 前田牧場 428－ 2 〃 アタマ 22．4
12 アルーリングハート 牝3栗 54

52 △加藤 祥太吉田 和子氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460± 01：11．51	 45．4�

713 キキズブルーム 牝3鹿 54
52 △井上 敏樹加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 464 ― 〃 クビ 78．2�

510 スリージェット 牡3栗 56 黛 弘人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B484± 01：11．6クビ 17．3�
612 スマートバーベナ 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗トニー倶楽部 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 398－ 81：11．92 247．6�
611 パーティザンマイ �3鹿 56 嘉藤 貴行�ミルファーム 松山 将樹 日高 前川 義則 446－12 〃 ハナ 305．0�
815 ピースワンハーツ 牝3青鹿54 三浦 皇成長谷川成利氏 古賀 慎明 新ひだか 佐藤 陽一 414＋ 41：12．0クビ 45．5�
48 コウユーハレノヒ 牡3栗 56 西田雄一郎加治屋貞光氏 松永 康利 新冠 大林ファーム 454 ―1：19．8大差 135．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，813，600円 複勝： 20，700，000円 枠連： 8，941，600円
馬連： 27，631，800円 馬単： 15，529，800円 ワイド： 18，491，700円
3連複： 40，890，200円 3連単： 48，763，500円 計： 193，762，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 170円 � 320円 枠 連（3－8） 660円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 430円 �� 840円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 21，220円

票 数

単勝票数 計 128136 的中 � 23688（3番人気）
複勝票数 計 207000 的中 � 40668（2番人気）� 34938（3番人気）� 12991（6番人気）
枠連票数 計 89416 的中 （3－8） 10397（2番人気）
馬連票数 計 276318 的中 �� 21566（3番人気）
馬単票数 計 155298 的中 �� 5577（6番人気）
ワイド票数 計 184917 的中 �� 11893（2番人気）�� 5524（10番人気）�� 3157（19番人気）
3連複票数 計 408902 的中 ��� 6504（16番人気）
3連単票数 計 487635 的中 ��� 1666（66番人気）

ハロンタイム 9．6―11．0―11．4―12．5―12．3―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．6―32．0―44．5―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．7
3 ・（6，16）－（3，12，15）（5，14）10（4，7，9）13，1，2，11＝8 4 ・（6，16）3（15，14）－（5，12，7，10）9（4，1）2，13－11＝8

勝馬の
紹 介

クリプトスコード �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．8．9 新潟7着

2013．4．19生 牝3栗 母 クラックコード 母母 マジックコード 10戦1勝 賞金 11，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウユーハレノヒ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月23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 スフバータル号・ヤマニンサリュエ号

11050 4月23日 晴 良 （28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20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

612 クリノサンスーシ 牝3鹿 54 幸 英明栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 428± 02：00．3 5．0�
714 ヒメタチバナ 牝3黒鹿54 田辺 裕信岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 460＋ 22：00．4� 12．8�
12 スコルツェッテ 牝3鹿 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450± 02：01．04 13．2�
48 アポロオスカー 牝3鹿 54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 434± 02：01．21� 7．4�
59 ゴールドエフォート 牝3栗 54 勝浦 正樹 �シルクレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 22：01．73 7．1�
47 ジ ェ ミ ナ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 428－ 8 〃 ハナ 7．0	
815 ラブミーリル 牝3青鹿 54

52 △長岡 禎仁小林 祥晃氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 378－ 8 〃 アタマ 18．4

510 ハイクラスバイオ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 424＋142：01．91� 495．6�
11 ブリーズドゥメール 牝3青鹿54 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 428－ 42：02．75 46．6
35 ワイドチキチータ 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹幅田 昌伸氏 武井 亮 浦河 有限会社
吉田ファーム 412－102：03．44 86．8�

24 アピアリング 牝3鹿 54 吉田 隼人前原 敏行氏 高木 登 新ひだか チャンピオンズファーム 494＋ 22：03．5� 2．9�
816 ラ チ ェ ッ ト 牝3栗 54 丸山 元気 �荻伏服部牧場 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 450－ 22：03．71� 75．7�
23 レイホービンテージ 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極永井 啓弍氏 谷 潔 浦河 辻 牧場 474 ―2：04．65 85．8�
36 リュクスプレスト 牝3栗 54

52 △伴 啓太田畑 憲士氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 396＋ 52：05．23� 425．3�
611 ア ド リ ア 牝3鹿 54 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518－182：10．2大差 54．9�
713 デルマガラシャ 牝3鹿 54 北村 友一浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 498 ― （競走中止） 167．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，738，000円 複勝： 23，700，400円 枠連： 8，827，800円
馬連： 29，088，300円 馬単： 16，408，200円 ワイド： 18，875，300円
3連複： 39，266，200円 3連単： 47，546，500円 計： 199，450，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 330円 � 450円 枠 連（6－7） 3，150円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，190円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 10，220円 3 連 単 ��� 38，810円

票 数

単勝票数 計 157380 的中 � 24968（2番人気）
複勝票数 計 237004 的中 � 40256（2番人気）� 17393（6番人気）� 12045（7番人気）
枠連票数 計 88278 的中 （6－7） 2171（15番人気）
馬連票数 計 290883 的中 �� 8819（11番人気）
馬単票数 計 164082 的中 �� 3242（14番人気）
ワイド票数 計 188753 的中 �� 6863（8番人気）�� 4056（16番人気）�� 2041（27番人気）
3連複票数 計 392662 的中 ��� 2880（37番人気）
3連単票数 計 475465 的中 ��� 888（145番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．4―11．8―12．7―12．7―12．1―12．3―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．1―34．5―46．3―59．0―1：11．7―1：23．8―1：36．1―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

クリノサンスーシ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．8．29 小倉5着

2013．4．16生 牝3鹿 母 スターオブジュニパー 母母 Good Luck Charm 10戦1勝 賞金 11，750，000円
〔競走中止〕 デルマガラシャ号は，競走中に疾病〔寛跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月23日まで平地競走に出

走できない。

第１回 福島競馬 第５日



11051 4月23日 晴 良 （28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

35 フォルテミノル 牡3鹿 56 幸 英明吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか 折手牧場 464－181：47．5 36．0�
713 シゲルシマダイ 牡3鹿 56 大野 拓弥森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 高野牧場 510－ 21：47．82 9．2�
11 テイエムクック 牡3黒鹿 56

54 △長岡 禎仁竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 松浦牧場 444－ 61：48．01� 89．3�
22 タイセイプレゼンス 牡3黒鹿56 川須 栄彦田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 488 ―1：48．1� 55．9�
47 ショークール 牡3栗 56

54 △加藤 祥太吉冨 学氏 庄野 靖志 新冠 若林牧場 504－ 61：48．2� 2．1�
815 スマートメダリオン 牡3栗 56 田辺 裕信トニー倶楽部 吉田 直弘 日高 増尾牧場 B486－ 51：48．41� 23．8�
712 サトノスピードオー 牡3青鹿56 三浦 皇成里見 治氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 520 ― 〃 クビ 13．5	
611 ナポレオンズワード 牡3黒鹿56 柴山 雄一 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新冠 岩見牧場 478－ 81：48．61� 2．5�
58 ベストサポーター 牡3青鹿56 黛 弘人西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 492－ 41：49．23� 416．9�
59 ウインピアチェーレ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行
ウイン 大和田 成 浦河 絵笛牧場 470± 01：49．3� 46．1
610 ノーブルサンズ 牝3栗 54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー

クスタツド 436－ 41：49．4クビ 33．2�
814 ハーモニーフォルス 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也日下部勝德氏 黒岩 陽一 新冠 芳住 鉄兵 476＋ 41：50．67 366．4�
23 キングシャーロック 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹吉岡 泰治氏 和田正一郎 新冠 山岡ファーム 470＋ 21：51．34 214．2�
34 ビップトイトイトイ 牡3黒鹿56 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか 田原橋本牧場 478± 01：51．62 44．8�
46 ヤマタケジャイアン �3芦 56 丸山 元気山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 B448－101：52．55 29．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，627，600円 複勝： 33，065，300円 枠連： 10，320，300円
馬連： 28，948，000円 馬単： 19，005，800円 ワイド： 18，760，000円
3連複： 41，806，000円 3連単： 66，826，400円 計： 235，359，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，600円 複 勝 � 960円 � 480円 � 2，940円 枠 連（3－7） 4，990円

馬 連 �� 14，300円 馬 単 �� 28，390円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 18，690円 �� 9，920円

3 連 複 ��� 210，430円 3 連 単 ��� 4，037，420円

票 数

単勝票数 計 166276 的中 � 3694（8番人気）
複勝票数 計 330653 的中 � 8999（7番人気）� 19606（3番人気）� 2790（12番人気）
枠連票数 計 103203 的中 （3－7） 1601（13番人気）
馬連票数 計 289480 的中 �� 1568（25番人気）
馬単票数 計 190058 的中 �� 502（49番人気）
ワイド票数 計 187600 的中 �� 1678（23番人気）�� 257（69番人気）�� 486（51番人気）
3連複票数 計 418060 的中 ��� 149（200番人気）
3連単票数 計 668264 的中 ��� 12（1639番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．0―29．7―42．2―55．4―1：08．0―1：20．8―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．5
1
3
・（4，6，7）－（9，11）－（10，13）12，14，1，15，5－8－2－3・（13，7）（11，10）（4，12）（9，6，5，15）－2（14，8）1＝3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フォルテミノル �
�
父 ワークフォース �

�
母父 Avenue of Flags デビュー 2016．1．24 中京13着

2013．4．8生 牡3鹿 母 アヴェニューズレディ 母母 Lady Sauce Boat 4戦1勝 賞金 5，000，000円
※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。
（非抽選馬） 6頭 アイアムヒラケゴマ号・アルコナチュラーレ号・カシマペパーミント号・ゴールデンベリル号・ダノンワールド号・

ノートルスウェ号

11052 4月23日 晴 良 （28福島1）第5日 第4競走 ��3，380�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20分（番組第5競走を順序変更） （ 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 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� コースレコード3：38．5良

58 � パ ス テ ィ 牡7鹿 61 上野 翔坂田 行夫氏 武井 亮 浦河 吉田 又治 460－ 43：46．0 17．6�
46 テイエムオペラドン 牡7鹿 62 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 476＋ 43：46．63� 5．5�
11 グレイトエンブレム �6栗 60 平沢 健治小川 勲氏 作田 誠二 浦河 信成牧場 426－103：46．81� 12．8�
712 ヴィクトリースター 牡8鹿 60 白浜 雄造 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 476± 03：47．11	 9．8�
69 ドクタールキア 牝6鹿 58 大江原 圭松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 468－103：47．73� 150．5�
57 アイティテイオー 牡8栗 60 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 472＋ 43：48．44 30．6	
22 カシマシンセイ 牡7鹿 61 山本 康志松浦 一久氏 奥村 武 浦河 大西ファーム 514－10 〃 ハナ 10．5

610 ウメジマダイオー 牡7鹿 60 石神 深一村田 滋氏 星野 忍 平取 高橋 啓 520＋ 8 〃 ハナ 86．0�
814 ピ ン ク マ ン 牡4黒鹿59 熊沢 重文福本 圭佐氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 436－12 〃 ハナ 2．2�
34 リヴゴーシュ �4栗 59 西谷 誠ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506－ 43：48．93 6．6�
33 ハクサンゲイン 牡4栗 59 金子 光希篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 460＋ 43：49．53� 42．4�
711 マイネルアダマス 牡7鹿 62 五十嵐雄祐 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム 434－ 83：49．6	 17．2�
45 シゲルヒタチ 牡5栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 494－ 43：50．87 126．1�
813� カシノデューク 牡7栗 60 蓑島 靖典柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 502－ 23：51．22� 82．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，054，200円 複勝： 18，987，100円 枠連： 10，482，300円
馬連： 23，741，900円 馬単： 15，599，600円 ワイド： 15，044，000円
3連複： 37，894，500円 3連単： 56，121，400円 計： 192，925，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 510円 � 250円 � 400円 枠 連（4－5） 3，180円

馬 連 �� 5，250円 馬 単 �� 10，850円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 2，890円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 21，380円 3 連 単 ��� 160，180円

票 数

単勝票数 計 150542 的中 � 6831（8番人気）
複勝票数 計 189871 的中 � 9053（8番人気）� 21953（3番人気）� 12014（6番人気）
枠連票数 計 104823 的中 （4－5） 2551（13番人気）
馬連票数 計 237419 的中 �� 3501（21番人気）
馬単票数 計 155996 的中 �� 1078（44番人気）
ワイド票数 計 150440 的中 �� 2191（23番人気）�� 1326（35番人気）�� 2328（21番人気）
3連複票数 計 378945 的中 ��� 1329（72番人気）
3連単票数 計 561214 的中 ��� 254（472番人気）
上り 1マイル 1：43．6 4F 49．5－3F 36．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�パ ス テ ィ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Caerleon

2009．5．2生 牡7鹿 母 サムソンレッド 母母 テ ィ ス ワ 障害：14戦3勝 賞金 37，900，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 テイエムオペラドン号の騎手中村将之は，2周目3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）



11053 4月23日 晴 良 （28福島1）第5日 第5競走 2，770�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10分（番組第4競走を順序変更） （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード2：59．3良

22 アルテミシア 牝6鹿 58 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 小河 豊水 486± 03：02．7 29．6�
55 ララオムドゥクー 牡4鹿 59 石神 深一フジイ興産� 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム B474－ 63：02．8� 2．7�
66 ラガーギアチェンジ 牡5青鹿60 黒岩 悠奥村 啓二氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 478± 03：03．22� 3．0�
89 ア ビ ス コ 牡6芦 60 金子 光希金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 484－143：04．68 7．4�
88 トーセンメリッサ 牝4青 57 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 448－ 23：04．81� 7．5	
33 グレイトハスラー 牡5栗 60 平沢 健治小川 勲氏 作田 誠二 青森 荒谷牧場 476＋18 〃 ハナ 6．1

44 クリノイザナミ 牝5青 58 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 440－ 83：08．1大差 23．5�
11 � アイハヴアドリーム �5青 60 江田 勇亮馬場 幸夫氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 540＋ 6 〃 アタマ 38．5�
77 ヴァッフシュテルケ 牡5青鹿60 中村 将之宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 492＋ 23：13．6大差 35．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 11，542，200円 複勝： 13，021，500円 枠連： 6，665，300円
馬連： 18，511，400円 馬単： 13，930，900円 ワイド： 10，848，800円
3連複： 29，451，500円 3連単： 58，931，200円 計： 162，902，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，960円 複 勝 � 350円 � 110円 � 130円 枠 連（2－5） 2，410円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 8，140円

ワ イ ド �� 940円 �� 870円 �� 210円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 23，850円

票 数

単勝票数 計 115422 的中 � 3119（7番人気）
複勝票数 計 130215 的中 � 5203（7番人気）� 43363（1番人気）� 27365（2番人気）
枠連票数 計 66653 的中 （2－5） 2142（8番人気）
馬連票数 計 185114 的中 �� 4952（11番人気）
馬単票数 計 139309 的中 �� 1282（28番人気）
ワイド票数 計 108488 的中 �� 2590（12番人気）�� 2796（11番人気）�� 16586（1番人気）
3連複票数 計 294515 的中 ��� 9763（8番人気）
3連単票数 計 589312 的中 ��� 1791（79番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 51．9－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アルテミシア �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．19 京都1着

2010．5．29生 牝6鹿 母 エイシンアイノウタ 母母 エイシンララミー 障害：4戦1勝 賞金 7，500，000円

11054 4月23日 晴 良 （28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45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

58 ラ ブ ユ ー 牝5栗 55 田辺 裕信�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 494－121：46．8 15．1�
34 エンドレストライ 牝5黒鹿 55

53 △長岡 禎仁飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 474－ 61：46．9� 7．4�
713 コウセイマユヒメ 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 458－141：47．0� 62．1�
11 エクストラペトル 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 41：47．32 8．5�
22 パヴェダイヤモンド 牝4栗 55 川須 栄彦大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 432－ 41：47．83 45．4�
35 パパラヴズマンボ 牝4青鹿55 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440－ 21：47．9クビ 11．9	
23 アイヅラブリー 牝5鹿 55 大野 拓弥真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 476± 01：48．11� 179．0

59 � レ ス ペ ー ト 牝4鹿 55 嘉藤 貴行 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 462－191：48．52� 69．7�
46 マ ラ ケ シ ュ 牝4青鹿55 吉田 隼人片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 472＋ 41：48．92� 171．6�
712 カボスチャン 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム B430－ 41：49．53� 70．9
814 シャンタルエット 牝4鹿 55 松若 風馬 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 クビ 22．3�
815 マラカイトスター 牝4栗 55 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド B456－ 21：51．9大差 68．7�
47 スマートノエル 牝4鹿 55 幸 英明大川 徹氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 470＋ 21：52．11� 1．5�
610� ラウレアメモリー 牝4芦 55 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 新ひだか 静内フジカワ牧場 420＋101：53．69 257．8�
611 シ ー ム リ ー 牝4栗 55 松山 弘平岡田 壮史氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 61：54．34 12．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，852，200円 複勝： 40，078，800円 枠連： 11，452，300円
馬連： 31，379，100円 馬単： 23，323，700円 ワイド： 21，119，400円
3連複： 43，329，300円 3連単： 75，518，800円 計： 266，053，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 460円 � 290円 � 1，600円 枠 連（3－5） 1，920円

馬 連 �� 4，630円 馬 単 �� 10，270円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 6，090円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 51，820円 3 連 単 ��� 254，650円

票 数

単勝票数 計 198522 的中 � 10462（6番人気）
複勝票数 計 400788 的中 � 22726（6番人気）� 41475（3番人気）� 5773（10番人気）
枠連票数 計 114523 的中 （3－5） 4607（7番人気）
馬連票数 計 313791 的中 �� 5245（14番人気）
馬単票数 計 233237 的中 �� 1703（27番人気）
ワイド票数 計 211194 的中 �� 4689（11番人気）�� 875（45番人気）�� 1966（27番人気）
3連複票数 計 433293 的中 ��� 627（103番人気）
3連単票数 計 755188 的中 ��� 215（503番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．2―12．4―12．8―12．9―13．1―12．9―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．2―41．6―54．4―1：07．3―1：20．4―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．5
1
3
・（8，10）（11，15）－12－1（5，9）7（13，14）2－4－（3，6）
8－（1，15，5）（11，12）（2，7，13，9）－（10，14，4）（3，6）

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

勝馬の
紹 介

ラ ブ ユ ー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 パークリージエント デビュー 2014．2．22 東京2着

2011．4．27生 牝5栗 母 ファンタジー 母母 リユウクモゼキ 14戦3勝 賞金 28，700，000円
〔その他〕 スマートノエル号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マラカイトスター号・ラウレアメモリー号・シームリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成28年5月23日まで平地競走に出走できない。



11055 4月23日 晴 良 （28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15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
1：43．9

良
良

35 シャリオヴァルト 牡3鹿 56 田辺 裕信前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450－101：48．5 1．7�

612 カパオパンゴ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹吉田 勝己氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋ 21：48．71� 10．8�

12 インペリアルスピア 牡3栗 56 藤岡 佑介野田 善己氏 飯田 祐史 新冠 中村 弘昭 424－10 〃 クビ 7．9�
59 キークラッカー 牡3鹿 56 吉田 隼人北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 492－ 41：49．33� 9．0�
816 ナッツスター 牡3鹿 56 西田雄一郎早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 440－ 81：49．4クビ 8．0�
714 コスモボーラー 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 松永 康利 日高 日西牧場 442± 0 〃 アタマ 28．3	
510 クリンクリン 牡3鹿 56

54 △伴 啓太スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 480－ 81：49．61� 37．3


611 シゲルコブダイ 牝3鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 伊藤 正徳 むかわ サイファーム 410－12 〃 クビ 230．1�
36 トモジャハリーフ 牡3黒鹿56 丸山 元気吉冨 学氏 栗田 博憲 浦河 宮内牧場 448－ 21：50．34 9．2�
23 キョウエイレグナム 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也田中 晴夫氏 萱野 浩二 平取 高橋 啓 458－ 41：50．51� 282．4
47 アルコナチュラーレ 牡3鹿 56 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 514－ 41：50．6� 58．3�
11 ヌーベルデフィー 牝3栗 54

52 △長岡 禎仁ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 432＋ 81：51．13 130．0�
24 グアディアーナ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 川上牧場 470 ―1：51．31� 116．5�
815 ウインシガーロ 牡3鹿 56 松山 弘平�ウイン 高橋 裕 新冠 コスモヴューファーム 454－ 21：51．83 147．8�
48 コンゴウリキ �3栗 56 黛 弘人浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか 藤川フアーム 432 ―1：53．8大差 126．1�
713 コスモハイタッチ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 大竹 正博 新ひだか 中田 浩美 498－121：55．39 84．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，867，000円 複勝： 26，220，600円 枠連： 9，617，500円
馬連： 29，090，900円 馬単： 18，880，200円 ワイド： 18，290，900円
3連複： 39，477，200円 3連単： 62，853，200円 計： 222，297，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 190円 � 190円 枠 連（3－6） 730円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 380円 �� 400円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 6，870円

票 数

単勝票数 計 178670 的中 � 80022（1番人気）
複勝票数 計 262206 的中 � 106047（1番人気）� 24738（3番人気）� 25381（2番人気）
枠連票数 計 96175 的中 （3－6） 10163（4番人気）
馬連票数 計 290909 的中 �� 26876（5番人気）
馬単票数 計 188802 的中 �� 12100（5番人気）
ワイド票数 計 182909 的中 �� 12826（4番人気）�� 12295（5番人気）�� 3937（17番人気）
3連複票数 計 394772 的中 ��� 15953（7番人気）
3連単票数 計 628532 的中 ��� 6630（20番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―12．7―12．7―12．3―12．3―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．0―34．7―47．4―1：00．1―1：12．4―1：24．7―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャリオヴァルト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Danehill デビュー 2015．11．28 東京2着

2013．4．20生 牡3鹿 母 エ ミ ナ 母母 Delilah 5戦1勝 賞金 10，800，000円
〔その他〕 コスモハイタッチ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コンゴウリキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月23日まで平地競走

に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 コスモハイタッチ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年5月23日まで出走できない。
※アルコナチュラーレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

11056 4月23日 晴 良 （28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45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

23 アレスバローズ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 484－ 41：08．5 2．8�
11 アズマクィーン 牝4鹿 55 幸 英明東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 462± 01：08．82 7．8�
24 ユメノマイホーム 牝4栗 55 吉田 隼人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 444－ 81：08．9クビ 8．1�
36 クラウドチェンバー �7鹿 57 柴山 雄一 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 470－ 61：09．11� 21．2�
815 コスモマイルール 牝5栗 55

53 △井上 敏樹岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 438＋ 41：09．31 21．6�
47 マサノハナチャン 牝5鹿 55

53 △長岡 禎仁中村 時子氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 436－ 8 〃 クビ 17．2	
35 ジャストフォーユー 牡4鹿 57

54 ▲木幡 巧也 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 6 〃 ハナ 13．3�

611 オメガハートソング 牝4青鹿55 横山 典弘原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 426－ 61：09．51� 4．3�
714	 ハヤブサライデン 牡4鹿 57 田辺 裕信�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 490＋10 〃 ハナ 34．3
12 	 ハワイアンリズ 牝5黒鹿 55

53 △加藤 祥太�下河辺牧場 森田 直行 日高 下河辺牧場 420－ 51：09．71
 192．9�
612	 キミニヒトメボレ 牝5栗 55 松若 風馬大塚 亮一氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 468－101：09．8� 27．2�
510	 ラブレジェンド 牡4栗 57 西田雄一郎森田 千秋氏 奥平 雅士 浦河 駿河牧場 446－ 6 〃 アタマ 128．9�
48 ブリッツカイザー �5栗 57

56 ☆中井 裕二岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 480－ 4 〃 アタマ 232．0�
713 トミケンフィアブル 牡6栗 57 菱田 裕二冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 高野牧場 482－101：09．9
 150．9�
59 シゲルカゼノボン 牝4黒鹿55 横山 和生森中 蕃氏 小野 次郎 浦河 馬道 繁樹 500－ 61：10．11� 20．4�
816 ウィズアットレース 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 初也岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 406－ 41：10．2クビ 17．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，492，900円 複勝： 30，548，300円 枠連： 12，498，500円
馬連： 38，718，000円 馬単： 20，469，200円 ワイド： 24，342，700円
3連複： 53，978，100円 3連単： 68，692，100円 計： 268，739，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 230円 � 210円 枠 連（1－2） 720円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 460円 �� 480円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 7，760円

票 数

単勝票数 計 194929 的中 � 53893（1番人気）
複勝票数 計 305483 的中 � 75639（1番人気）� 29318（4番人気）� 34109（3番人気）
枠連票数 計 124985 的中 （1－2） 13417（2番人気）
馬連票数 計 387180 的中 �� 33487（2番人気）
馬単票数 計 204692 的中 �� 10513（2番人気）
ワイド票数 計 243427 的中 �� 14163（2番人気）�� 13210（3番人気）�� 5953（10番人気）
3連複票数 計 539781 的中 ��� 15806（3番人気）
3連単票数 計 686921 的中 ��� 6412（7番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．1―11．8―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．8―45．6―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アレスバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．12．6 阪神2着

2012．5．14生 牡4黒鹿 母 タイセイエトワール 母母 エンスラーリング 9戦2勝 賞金 21，935，000円



11057 4月23日 晴 良 （28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 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
1：06．9
1：06．9

良
良

55 タ タ ラ 牡4栗 57
54 ▲木幡 巧也 �スピードファーム和田正一郎 新冠 アサヒ牧場 422－ 41：09．2 4．3�

79 サウスリバティー 牡4栗 57 松山 弘平南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 462－ 21：09．83� 3．0�
67 � シゲルユカタマツリ 牡4芦 57 川須 栄彦森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 中橋 清 494－ 21：09．9� 13．2�
811 アルマクレヨン 牡4栗 57 柴山 雄一コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 静内酒井牧場 B496－ 61：10．0� 5．4�
44 � ナ ウ シ カ 牝5鹿 55 宮崎 北斗平川 浩之氏 加藤 和宏 新ひだか カントリー牧場 414－101：10．1� 20．4�
710� ナンヨールーク 牡5栗 57

54 ▲木幡 初也中村 德也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤原牧場 490－101：10．42 8．8	
812� スズカロードスター 牡6鹿 57

55 △井上 敏樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B470－ 41：10．61	 92．1

22 レガリアシチー 牡6鹿 57 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 根本 康広 日高 下河辺牧場 502－111：10．7クビ 52．4�
56 ドリームポリーニ 牡4栗 57 大野 拓弥ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 460－ 4 〃 ハナ 20．4
68 ユキノラムセス 牡9栗 57

55 △長岡 禎仁井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 468－101：11．01� 22．7�
11 ハッピーセーラー 牝5鹿 55 西田雄一郎合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 484－ 21：11．31� 59．5�
33 � トーホウハンター 牡4栗 57 松若 風馬東豊物産� 崎山 博樹 日高 竹島 幸治 494－ 41：12．68 7．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，187，600円 複勝： 21，667，300円 枠連： 9，173，600円
馬連： 31，572，300円 馬単： 17，364，200円 ワイド： 18，939，900円
3連複： 41，164，700円 3連単： 66，758，400円 計： 222，828，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 120円 � 260円 枠 連（5－7） 550円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，040円 �� 910円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 14，490円

票 数

単勝票数 計 161876 的中 � 29586（2番人気）
複勝票数 計 216673 的中 � 36600（2番人気）� 57539（1番人気）� 15500（6番人気）
枠連票数 計 91736 的中 （5－7） 12739（1番人気）
馬連票数 計 315723 的中 �� 28110（1番人気）
馬単票数 計 173642 的中 �� 7728（3番人気）
ワイド票数 計 189399 的中 �� 14727（1番人気）�� 4429（17番人気）�� 5071（12番人気）
3連複票数 計 411647 的中 ��� 9409（8番人気）
3連単票数 計 667584 的中 ��� 3340（26番人気）

ハロンタイム 9．8―11．2―11．4―11．9―12．0―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．8―21．0―32．4―44．3―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ タ ラ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 De Ramiro デビュー 2014．7．5 福島5着

2012．4．22生 牡4栗 母 ク バ タ ー 母母 Golden Relic 16戦2勝 賞金 16，600，000円
〔制裁〕 タタラ号の騎手木幡巧也は，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。

11058 4月23日 晴 良 （28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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

713 ツクバジャパン 牡5芦 57 勝浦 正樹荻原 昭二氏 小野 次郎 新ひだか 片山牧場 524± 01：09．7 7．5�
816 サウンドドゥイット 牡4鹿 57 松若 風馬増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 440－ 8 〃 クビ 37．2�
510 タカミツスズラン 牝5鹿 55 藤岡 佑介タカミツ� 高橋 裕 日高 新井 弘幸 468± 01：09．91� 10．5�
35 アグネスユーリヤ 牡4鹿 57 丸山 元気渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 470－ 6 〃 ハナ 9．1�
612	 ムーンドロップ 牡5鹿 57 横山 和生�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 450＋ 6 〃 ハナ 21．8�
714 フクノグローリア 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 454－ 4 〃 ハナ 43．5	
611 ショウナンバクフウ 牝5鹿 55 松山 弘平国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 大北牧場 456－ 61：10．0クビ 70．2

815 オートクレール 牝5栗 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 420－ 81：10．1
 24．9�
47 	 サダムリスペクト 牡4鹿 57 菱田 裕二大西美生子氏 本間 忍 新ひだか 神垣 道弘 454－ 6 〃 ハナ 11．2�
59 エ ク ス シ ア 牝5鹿 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 442± 0 〃 ハナ 67．2
24 	 スリーネルソン �6黒鹿57 川島 信二永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 476－ 21：10．2
 29．2�
36 エスジープログレス 牡4栗 57 川須 栄彦竹下千亜子氏 西浦 勝一 日高 山際 辰夫 468－ 8 〃 クビ 8．6�
23 サトノプレステージ 牡6鹿 57 幸 英明里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B510－ 21：10．3クビ 4．7�
12 	 マルターズレーン 牡4鹿 57 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 496－101：10．4
 124．6�
11 グレイスフルワード 牝4鹿 55 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 土田 稔 新ひだか 岡田スタツド 406－ 41：10．82
 122．5�
48 リミットブレイク �4鹿 57 横山 典弘 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B510－ 61：10．9
 3．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，938，000円 複勝： 28，290，100円 枠連： 15，313，300円
馬連： 55，870，800円 馬単： 25，191，800円 ワイド： 29，510，000円
3連複： 81，582，700円 3連単： 106，691，100円 計： 362，387，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 280円 � 950円 � 430円 枠 連（7－8） 3，900円

馬 連 �� 14，770円 馬 単 �� 23，700円

ワ イ ド �� 4，090円 �� 1，880円 �� 7，240円

3 連 複 ��� 71，560円 3 連 単 ��� 351，590円

票 数

単勝票数 計 199380 的中 � 21174（3番人気）
複勝票数 計 282901 的中 � 29239（4番人気）� 7032（12番人気）� 17095（7番人気）
枠連票数 計 153133 的中 （7－8） 3040（20番人気）
馬連票数 計 558708 的中 �� 2931（42番人気）
馬単票数 計 251918 的中 �� 797（75番人気）
ワイド票数 計 295100 的中 �� 1853（43番人気）�� 4115（21番人気）�� 1038（69番人気）
3連複票数 計 815827 的中 ��� 855（181番人気）
3連単票数 計1066911 的中 ��� 220（927番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．4―11．7―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．2―46．9―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツクバジャパン �
�
父 デュランダル �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー 2013．6．16 函館2着

2011．1．15生 牡5芦 母 ウェディングバレー 母母 Dime Queen 12戦3勝 賞金 33，370，000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。
（非当選馬） 1頭 イキオイ号



11059 4月23日 晴 良 （28福島1）第5日 第11競走 ��
��1，800�第13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：54�，収得賞金
3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：54�，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 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

48 マコトブリジャール 牝6鹿 54 北村 友一�ディアマント 	島 一歩 様似 出口 繁夫 402－ 41：47．5 53．1�
816 シ ャ ル ー ル 牝4栗 54 横山 典弘 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 41：47．71
 2．8�
36 オ ツ ウ 牝6鹿 54 加藤 祥太大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B498－ 6 〃 クビ 42．3�
23 アースライズ 牝4青鹿54 丸山 元気吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 440－141：47．91
 6．5�
35 クインズミラーグロ 牝4黒鹿54 幸 英明 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 456＋ 4 〃 ハナ 22．6	
59 ハピネスダンサー 牝5鹿 54 吉田 隼人前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 ハナ 6．1

11 ディープジュエリー 牝4鹿 54 三浦 皇成吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488－ 61：48．0� 17．0�
612 メイショウスザンナ 牝7鹿 54 大野 拓弥松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 472＋ 4 〃 クビ 9．6
24 アルマディヴァン 牝6栗 54 藤岡 佑介コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 484－ 2 〃 アタマ 13．9�
47 リーサルウェポン 牝5鹿 54 田辺 裕信 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 434＋ 41：48．1クビ 11．8�
713 ウインリバティ 牝5黒鹿54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 452＋ 21：48．41� 26．2�
12 フレイムコード 牝7鹿 54 菱田 裕二�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 476＋ 2 〃 クビ 27．7�
714 ミ ナ レ ッ ト 牝6鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 478± 01：48．5クビ 53．1�
815 カレンケカリーナ 牝6黒鹿54 勝浦 正樹鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 490－ 6 〃 クビ 27．9�
510 キャットコイン 牝4栗 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 61：48．6� 23．8�
611 ノットフォーマル 牝4黒鹿54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 468± 01：49．55 76．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 95，350，300円 複勝： 136，834，800円 枠連： 64，892，300円
馬連： 349，209，000円 馬単： 133，147，300円 ワイド： 176，244，400円
3連複： 611，573，800円 3連単： 799，926，600円 計： 2，367，178，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，310円 複 勝 � 820円 � 160円 � 820円 枠 連（4－8） 1，600円

馬 連 �� 11，130円 馬 単 �� 28，630円

ワ イ ド �� 2，540円 �� 10，500円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 84，650円 3 連 単 ��� 735，970円

票 数

単勝票数 計 953503 的中 � 14351（15番人気）
複勝票数 計1368348 的中 � 35634（13番人気）� 306231（1番人気）� 35315（14番人気）
枠連票数 計 648923 的中 （4－8） 31270（5番人気）
馬連票数 計3492090 的中 �� 24313（38番人気）
馬単票数 計1331473 的中 �� 3487（93番人気）
ワイド票数 計1762444 的中 �� 18043（28番人気）�� 4268（100番人気）�� 18183（27番人気）
3連複票数 計6115738 的中 ��� 5418（246番人気）
3連単票数 計7999266 的中 ��� 788（1744番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．7―12．6―12．5―12．2―11．8―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―35．6―48．2―1：00．7―1：12．9―1：24．7―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．6
1
3
6（8，13）（1，9）16，4，5（2，10）（3，11）（12，15）14，7
6，8，13（1，9）（12，2，16，5，11）10（7，3，4）（14，15）

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

勝馬の
紹 介

マコトブリジャール �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．3．10 阪神1着

2010．3．23生 牝6鹿 母 マコトコーラン 母母 ビットオブフェイス 27戦6勝 賞金 124，243，000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。
（非抽選馬） 3頭 ダノンルージュ号・ブランネージュ号・リラヴァティ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりマコトブリジャール号は，ヴィクトリアマイル（GⅠ）競走に優先出走できる。

11060 4月23日 晴 良 （28福島1）第5日 第12競走 ��
��1，700�

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，27．4．25以降28．4．17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 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

58 メイショウヒコボシ 牡5鹿 57 川島 信二松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 530－ 61：45．5 4．3�
46 オールブラッシュ 牡4黒鹿57 川須 栄彦 �社台レースホース村山 明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 81：46．03 3．0�
814 トーコーグリーン 牡6黒鹿54 加藤 祥太森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 494－ 61：46．21� 43．8�
22 サンライズワールド �6栗 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 444－141：46．51	 8．1�
59 アスカクイン 牝5栗 52 菱田 裕二上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 486－ 4 〃 クビ 35．7�
712 タガノコルコバード 牡5鹿 54 藤岡 佑介八木 昌司氏 藤岡 健一 新冠 八木牧場 438＋ 2 〃 ハナ 13．1	
610 ツーエムマイスター 牡4黒鹿55 松山 弘平水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 448－ 41：46．6
 5．6

35 ワイドリーザワン 牡4黒鹿54 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 41：46．7	 21．2�
611 ゴーイングベル 牡6芦 56 大野 拓弥田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 516－ 6 〃 ハナ 18．6�
11 ブライトジェム 牡8栗 52 木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 待兼牧場 494－ 41：46．8クビ 131．1
47 � セルリアンラビット 牡7鹿 54 中井 裕二�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 460＋ 21：47．01 76．3�
815 イレプレイスブル 牡6黒鹿54 丸山 元気�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 クビ 55．2�
713 シュシュブリーズ 牝5黒鹿52 北村 友一 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－141：47．1クビ 40．3�
23 アルファアリエス 牡5鹿 55 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 458＋ 4 〃 ハナ 23．5�
34 ノワールギャルソン 牡4黒鹿55 柴山 雄一ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 428－201：47．73
 17．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，336，000円 複勝： 42，677，300円 枠連： 20，022，500円
馬連： 75，590，200円 馬単： 34，050，900円 ワイド： 42，092，600円
3連複： 104，992，500円 3連単： 147，337，700円 計： 498，099，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 150円 � 710円 枠 連（4－5） 560円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，530円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 6，650円 3 連 単 ��� 27，650円

票 数

単勝票数 計 313360 的中 � 57275（2番人気）
複勝票数 計 426773 的中 � 64102（2番人気）� 95527（1番人気）� 10772（11番人気）
枠連票数 計 200225 的中 （4－5） 27447（1番人気）
馬連票数 計 755902 的中 �� 94948（1番人気）
馬単票数 計 340509 的中 �� 16811（2番人気）
ワイド票数 計 420926 的中 �� 42634（1番人気）�� 3871（28番人気）�� 5557（20番人気）
3連複票数 計1049925 的中 ��� 11840（17番人気）
3連単票数 計1473377 的中 ��� 3863（65番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．9―12．8―12．9―12．6―12．3―12．4―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．9―42．7―55．6―1：08．2―1：20．5―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．3
1
3
10，15，11，14（2，6）8，13，12（4，9）－5－（1，3）－7・（10，15）（14，6）11（2，8，13）（5，12，4，7）（1，9，3）

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

勝馬の
紹 介

メイショウヒコボシ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Green Desert デビュー 2013．9．17 阪神4着

2011．4．18生 牡5鹿 母 フォーフリーダムス 母母 Shining Eyes 21戦4勝 賞金 62，280，000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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 アイアイエンデバー号・エターナルヒーロー号・コウユーアンドレ号・ショウナンカサロ号・スズカリバー号・

タイセイクルーズ号・ツインキャンドル号・ドラゴンビューティ号・ヒラボククラウン号・ブルーボサノヴァ号・
ベルプラージュ号・メイスンウォー号・ルヴァンカー号・ロトラトゥール号・ロードシャリオ号



（28福島1）第5日 4月23日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

234，100，000円
6，180，000円
2，140，000円
25，900，000円
65，374，000円
6，186，600円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
291，799，600円
435，791，500円
188，207，300円
739，351，700円
352，901，600円
412，559，700円
1，165，406，700円
1，605，966，900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 5，191，985，000円

総入場人員 10，766名 （有料入場人員 8，954名）
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