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11001 4月7日 曇 良 （30福島1）第1日 第1競走 ��1，700�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
1：43．3
1：40．9

良
重

611 テーオールチア 牝3黒鹿 54
51 ▲川又 賢治小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 476－ 41：48．8 12．7�

23 マ ト ラ ッ セ 牡3鹿 56 柴山 雄一嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 472± 01：49．43� 2．8�
610 サンライズアミーゴ 牡3芦 56

53 ▲横山 武史松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 468＋ 61：50．14 5．4�
35 ケンイーサリアム 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁中西 宏彰氏 大根田裕之 青森 ワールドファーム 468－ 41：50．31� 28．1�
47 ゲームチェンジャー 牡3栗 56 丸山 元気�明栄商事 小西 一男 新冠 樋渡 志尚 504＋26 〃 ハナ 66．1�
712 エムオーマンボ 牡3黒鹿56 秋山真一郎大浅 貢氏 飯田 祐史 日高 門別牧場 482＋ 41：50．51� 9．3	
58 ニホンピロマドン 牡3鹿 56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 522－ 21：50．6� 3．0

11 ブルベアミブナ 牡3鹿 56 丸田 恭介 �ブルアンドベア 石毛 善彦 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 482± 01：51．23� 40．1�
814 ヴァリアスシチー 牡3鹿 56 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新冠 ムラカミファーム 454－ 4 〃 クビ 19．6�
46 デカルコマニー 牡3鹿 56 村田 一誠松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 448± 0 〃 ハナ 64．9
22 トワノホホエミ 牝3栗 54 横山 和生村田 哲朗氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 B446－ 81：53．1大差 83．4�
34 ブラックコニャック 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子黒澤 尚氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 456－ 61：53．42 47．1�
815 マ ナ マ カ ニ 牝3鹿 54 嶋田 純次稲垣 隆治氏 水野 貴広 新ひだか 前田牧場 B434－ 41：53．72 116．2�
59 バリオスサンダー 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗村上 稔氏 本田 優 浦河 王蔵牧場 474－ 41：56．1大差 108．5�
713 ジェットラグ 牡3鹿 56 津村 明秀白井 岳氏 矢野 英一 日高 白井牧場 458－ 82：01．0大差 203．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，437，600円 複勝： 19，813，900円 枠連： 6，726，700円
馬連： 25，684，200円 馬単： 13，959，900円 ワイド： 18，734，600円
3連複： 40，433，900円 3連単： 47，665，400円 計： 186，456，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 350円 � 120円 � 170円 枠 連（2－6） 440円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 4，870円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，050円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 19，010円

票 数

単勝票数 計 134376 的中 � 8428（5番人気）
複勝票数 計 198139 的中 � 10034（5番人気）� 56193（1番人気）� 29173（3番人気）
枠連票数 計 67267 的中 （2－6） 11698（1番人気）
馬連票数 計 256842 的中 �� 10116（6番人気）
馬単票数 計 139599 的中 �� 2149（17番人気）
ワイド票数 計 187346 的中 �� 6885（6番人気）�� 4196（11番人気）�� 16770（2番人気）
3連複票数 計 404339 的中 ��� 13181（7番人気）
3連単票数 計 476654 的中 ��� 1817（56番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―11．5―13．0―13．4―13．1―13．2―13．3―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―29．7―42．7―56．1―1：09．2―1：22．4―1：35．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオールチア �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．12．2 阪神11着

2015．4．5生 牝3黒鹿 母 マキシムカフェ 母母 カフェピノコ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 テーオールチア号の騎手川又賢治は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・8番・

4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バリオスサンダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月7日まで平地競

走に出走できない。
ジェットラグ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月7日まで平地競走に
出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 クグロフ号・ミッキーガーデン号

11002 4月7日 曇 良 （30福島1）第1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

11 カスタネアエメ 牡3栗 56
53 ▲富田 暁�三嶋牧場 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 476 ―1：10．5 26．2�

23 サラドリーム 牝3黒鹿54 嶋田 純次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 406－161：10．71� 7．6�

612 クラウンチャンプ 牡3鹿 56 秋山真一郎矢野 恭裕氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 470－ 61：10．8� 1．8�
714 デルマコニャック 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 438 ―1：10．9クビ 7．3�
59 ペイシャオブライフ 牝3鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 隆栄牧場 478＋ 2 〃 クビ 10．1	
36 セレブレーション 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史髙嶋 祐子氏 尾形 和幸 浦河 有限会社
吉田ファーム 418＋ 81：11．0クビ 14．3


47 マウントレーニア 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 高橋 文雅 新冠 ラツキー牧場 432－ 81：11．42� 16．1�
510	 スカイシーアキラ 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗松本 俊廣氏 山内 研二 英 Mr Kouki
Hayashi 470 ―1：11．61 23．6�

12 エ ピ リ マ イ 牝3鹿 54
51 ▲菊沢 一樹�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 482＋ 21：11．81
 73．8
48 シゲルピーマン �3鹿 56 宮崎 北斗森中 蕃氏 粕谷 昌央 新ひだか 神垣 道弘 448 ― 〃 ハナ 211．4�
816 チムニースイーパー 牡3芦 56 丸山 元気吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 396－201：12．33 44．9�
24 ベストヴォヤージュ 牝3鹿 54 杉原 誠人 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 460＋22 〃 アタマ 56．5�
611 カ ナ デ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子石川 秀守氏 伊藤 大士 新ひだか サンコウ牧場 406 ―1：12．93� 88．1�
35 リーゼロッテ 牝3栗 54 柴山 雄一菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 398 ―1：13．43 30．8�
713 ウインダイバー 牡3青鹿56 丹内 祐次�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 468 ―1：13．72 160．6�
815 ゴールドムーン 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治野口 弘司氏 加用 正 浦河 大道牧場 428 ―1：14．87 50．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，294，600円 複勝： 22，709，900円 枠連： 7，520，000円
馬連： 26，929，000円 馬単： 14，391，900円 ワイド： 20，199，900円
3連複： 36，457，900円 3連単： 43，328，500円 計： 189，831，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，620円 複 勝 � 530円 � 180円 � 120円 枠 連（1－2） 4，830円

馬 連 �� 13，270円 馬 単 �� 29，650円

ワ イ ド �� 4，310円 �� 1，450円 �� 370円

3 連 複 ��� 7，200円 3 連 単 ��� 81，170円

票 数

単勝票数 計 182946 的中 � 5572（8番人気）
複勝票数 計 227099 的中 � 6768（8番人気）� 28156（2番人気）� 76464（1番人気）
枠連票数 計 75200 的中 （1－2） 1206（18番人気）
馬連票数 計 269290 的中 �� 1572（35番人気）
馬単票数 計 143919 的中 �� 364（78番人気）
ワイド票数 計 201999 的中 �� 1109（44番人気）�� 3403（16番人気）�� 15610（1番人気）
3連複票数 計 364579 的中 ��� 3796（20番人気）
3連単票数 計 433285 的中 ��� 387（245番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―12．2―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．4―46．6―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カスタネアエメ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 アグネスデジタル 初出走

2015．3．28生 牡3栗 母 アモーレヴォレ 母母 ダンシングハピネス 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 デルマコニャック号の騎手木幡巧也は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインダイバー号・ゴールドムーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月

7日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エボニーマーブル号・ホクラニ号

第１回 福島競馬 第１日



11003 4月7日 曇 良 （30福島1）第1日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走10時50分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

69 メイショウナゴミ 牝6青鹿 55
52 ▲菊沢 一樹松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 456＋ 21：47．8 6．5�

58 クリノヴィクトリア 牝4栗 55
53 △森 裕太朗栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム B438± 01：47．9� 4．4�

46 コウセイマユヒメ 牝7鹿 55
52 ▲藤田菜七子杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 458－ 41：48．0� 24．3�

45 ライムチャン 牝5鹿 55
54 ☆木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム B488＋101：48．1� 4．3�

33 ウインポプリ 牝4鹿 55 丹内 祐次�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 452－ 21：48．31 42．2	
11 � レーヌミラクル 牝5鹿 55

52 ▲横山 武史酒井 喜生氏 久保田貴士 日高 千葉飯田牧場 482－ 61：48．4� 25．1

34 ロイヤルクルーズ 牝5黒鹿 55

52 ▲川又 賢治�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 446－ 41：48．5� 4．4�
610 ストライクショット 牝5鹿 55 菱田 裕二�イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 500± 01：49．24 5．2
22 スマイルメロディー 牝4栗 55 大庭 和弥堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 420－141：49．94 104．1�
814� ゴ ス ペ ル 牝4鹿 55 伊藤 工真サイプレスホール

ディングス合同会社 林 徹 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－ 81：50．43 107．5�

711� ワンダーラスト 牝5鹿 55 村田 一誠下河�行雄氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 412－141：51．14 39．4�
57 � キープスマイル 牝4鹿 55 西田雄一郎杉浦 和也氏 浅野洋一郎 日高 豊洋牧場 440－101：52．48 200．7�
712 レッドミラベル 牝4芦 55 勝浦 正樹 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 440－ 21：53．14 18．1�
813� イノデザイヤ 牝4栗 55 伴 啓太井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 山際牧場 442－171：55．2大差 49．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，430，000円 複勝： 24，946，000円 枠連： 7，787，700円
馬連： 27，886，000円 馬単： 14，462，700円 ワイド： 20，595，300円
3連複： 37，872，500円 3連単： 46，575，100円 計： 195，555，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 160円 � 470円 枠 連（5－6） 720円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，720円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 7，380円 3 連 単 ��� 36，820円

票 数

単勝票数 計 154300 的中 � 18880（5番人気）
複勝票数 計 249460 的中 � 36242（4番人気）� 47646（1番人気）� 10368（6番人気）
枠連票数 計 77877 的中 （5－6） 8321（3番人気）
馬連票数 計 278860 的中 �� 15739（7番人気）
馬単票数 計 144627 的中 �� 3491（17番人気）
ワイド票数 計 205953 的中 �� 14056（3番人気）�� 2904（18番人気）�� 3416（14番人気）
3連複票数 計 378725 的中 ��� 3848（20番人気）
3連単票数 計 465751 的中 ��� 917（94番人気）

ハロンタイム 6．7―11．4―11．7―12．6―12．9―12．3―13．0―13．2―14．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．1―29．8―42．4―55．3―1：07．6―1：20．6―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F40．2
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウナゴミ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．11．22 京都2着

2012．3．14生 牝6青鹿 母 ザ デ イ 母母 ウエイアウト 35戦3勝 賞金 40，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドミラベル号・イノデザイヤ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月7日

まで平地競走に出走できない。

11004 4月7日 曇 良 （30福島1）第1日 第4競走 2，750�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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� 基準タイム2：57．4良

711 サーストンコラルド 牡7鹿 60 北沢 伸也齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 藤沢牧場 468＋ 63：03．4 2．9�
813 メイクアップ 牡7栗 60 平沢 健治岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 482－ 83：05．3大差 2．8�
58 レッドカイラス �4栗 59 上野 翔 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 460－143：06．04 19．0�
69 スリージェット 牡5栗 60 石神 深一永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486－ 63：06．1� 11．7�
814� マ ス ト ワ ン 牡5栗 60 原田 和真木村 廣太氏 天間 昭一 浦河 山田牧場 502＋ 63：06．84 98．5�
610 ヴァルコイネン 牡7芦 60 山本 康志吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 470－ 63：07．54 24．5	
45 ブ ル ノ 牡4栗 59 難波 剛健北山 敏
氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 464＋163：07．81� 160．6�
46 ダンツブレーブ 牡4芦 59 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 454± 03：09．6大差 56．7�
34 サトノアッシュ 牡6鹿 60 林 満明 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 下河辺牧場 496－ 63：10．87 7．5
712 キズナエンドレス 牝7鹿 58 五十嵐雄祐関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 484＋ 43：11．65 37．0�
11 ベルウッドタマド 牡5鹿 60 金子 光希鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 480－103：11．7� 193．0�
57 ショークール 牡5栗 60 草野 太郎吉冨 学氏 加藤 和宏 新冠 若林牧場 514－ 23：12．33� 134．4�
22 ニシノリュウセイ 牡5黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 430＋14 （競走中止） 6．6�
33 � クリノヴェルサイユ 牝5鹿 58 高野 和馬栗本 博晴氏 高市 圭二 様似 様似渡辺牧場 436± 0 （競走中止） 31．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，514，900円 複勝： 18，457，400円 枠連： 8，080，100円
馬連： 23，030，400円 馬単： 13，058，500円 ワイド： 15，379，200円
3連複： 35，778，000円 3連単： 47，280，900円 計： 174，579，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 130円 � 420円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，010円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 9，800円

票 数

単勝票数 計 135149 的中 � 36174（2番人気）
複勝票数 計 184574 的中 � 42842（1番人気）� 42541（2番人気）� 7039（6番人気）
枠連票数 計 80801 的中 （7－8） 15401（1番人気）
馬連票数 計 230304 的中 �� 40955（1番人気）
馬単票数 計 130585 的中 �� 10655（2番人気）
ワイド票数 計 153792 的中 �� 21838（1番人気）�� 3459（13番人気）�� 3592（12番人気）
3連複票数 計 357780 的中 ��� 10212（6番人気）
3連単票数 計 472809 的中 ��� 3495（22番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 52．4－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サーストンコラルド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Lost Soldier デビュー 2014．2．2 東京8着

2011．5．9生 牡7鹿 母 シークレットコサージュ 母母 Slew’s Corsage 障害：4戦1勝 賞金 16，000，000円
〔発走状況〕 レッドカイラス号は，発走地点で馬装整備。発走時刻3分遅延。
〔競走中止〕 クリノヴェルサイユ号は，2号障害〔竹柵〕着地時に騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。

ニシノリュウセイ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 レッドカイラス号の調教師藤沢和雄は，馬場入場後に同馬の左頬革の尾錠が外れたことについて過怠金50，000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 マリノパシフィカス号



11005 4月7日 曇 良 （30福島1）第1日 第5競走 ��2，750�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10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400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� 基準タイム2：57．4良

712 ミュートエアー 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 458－ 23：01．3 2．9�
58 ショウナンアリスト 牡4黒鹿59 金子 光希国本 哲秀氏 上原 博之 新ひだか 田中 裕之 478± 03：03．0大差 18．9�
814 エイシンフランキー 牡7芦 62 森 一馬�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 498－ 23：03．1� 21．9�
22 コスモストレンジ 牡4栗 59 山本 康志 �ブルースターズファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 43：03．31� 23．0�
813 クワッドアクセル 牡6栗 60 鈴木 慶太�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 468－ 43：04．04 10．9�
711 クラシックマーク 牝7栗 58 石神 深一小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 454＋10 〃 クビ 4．3	
69 � ゴ ー ス ル ー 牡8鹿 60 大江原 圭 
静内白井牧場 大江原 哲 新ひだか 橋本牧場 B478－ 43：05．17 125．6�
11 � リバータイキ 牡9栗 60 難波 剛健河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 522－103：06．69 23．4�
34 スプレーモゲレイロ 牡5鹿 60 中村 将之 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 450－123：06．81� 28．2
33 メイショウナルト 	10鹿 60 北沢 伸也松本 好雄氏 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 464－ 83：07．86 6．1�
610 ウインレーベン 牡7青鹿60 平沢 健治�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 460－183：08．75 14．0�
45 � ヤマタケジャイアン 	5芦 60 蓑島 靖典山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 456－ 6 （競走中止） 15．9�
46 コスモアルヘナ 牡6青鹿60 草野 太郎 
ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 482－ 8 （競走中止） 32．6�
57 マサノハヤテ 牡4黒鹿59 熊沢 重文猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 494－ 4 （競走中止） 25．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，258，500円 複勝： 17，597，000円 枠連： 10，063，700円
馬連： 25，587，100円 馬単： 14，326，300円 ワイド： 19，193，400円
3連複： 40，996，500円 3連単： 51，123，400円 計： 192，145，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 370円 � 590円 枠 連（5－7） 1，050円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，300円 �� 5，250円

3 連 複 ��� 18，070円 3 連 単 ��� 81，100円

票 数

単勝票数 計 132585 的中 � 35758（1番人気）
複勝票数 計 175970 的中 � 42775（1番人気）� 10456（7番人気）� 6046（8番人気）
枠連票数 計 100637 的中 （5－7） 7392（5番人気）
馬連票数 計 255871 的中 �� 7466（7番人気）
馬単票数 計 143263 的中 �� 2801（11番人気）
ワイド票数 計 191934 的中 �� 5726（7番人気）�� 3811（12番人気）�� 906（62番人気）
3連複票数 計 409965 的中 ��� 1701（58番人気）
3連単票数 計 511234 的中 ��� 457（245番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 52．6－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミュートエアー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2016．2．7 東京15着

2013．4．1生 牡5黒鹿 母 レットイットスノー 母母 アスピリンスノー 障害：11戦2勝 賞金 37，823，000円
〔競走中止〕 マサノハヤテ号・コスモアルヘナ号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

ヤマタケジャイアン号は，2周目1号障害〔ハードル〕飛越後に，転倒した「コスモアルヘナ」号に触れ，転倒したため競走
中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キープトライン号

11006 4月7日 曇 良 （30福島1）第1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）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，57�，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

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

68 ダンツチェック 牝5鹿 55
53 △森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 508－ 61：47．0 6．6�

44 フュージョンロック 牡4栗 57
54 ▲富田 暁金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 アタマ 1．5�
56 テ ィ ー コ ア 牡4栗 57

56 ☆義 英真深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 B508－ 41：47．74 83．5�
69 アシャカリブラ 牡4黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B526＋101：47．8クビ 13．6�
812� マイネルツィール 牡5鹿 57

54 ▲横山 武史杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 482－ 41：47．9� 5．2�
813 フジマサクイーン 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B436－ 41：48．85 40．5	
22 ファンヴィー 牡4栗 57

54 ▲菊沢 一樹猿田 栄二氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 520＋ 41：49．33 95．2

57 ダノンケンリュウ �4黒鹿 57

54 ▲川又 賢治�ダノックス 音無 秀孝 新ひだか チャンピオンズファーム 466－ 2 〃 クビ 36．9�
33 � ウノピアットブリオ �4栗 57

54 ▲山田 敬士山本 英俊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 B484＋ 41：49．4クビ 134．5�
711 メイショウナガマサ 牡6鹿 57

54 ▲服部 寿希松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 510－ 81：49．61� 26．9
710 ダ イ フ ク 牡5黒鹿57 伴 啓太小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 490－ 21：49．81 45．9�
11 ミュゼリバイアサン �5鹿 57 原田 和真菊地 祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 B504－ 81：50．12 26．2�
45 � カルトデュモンド 牡4青鹿57 長岡 禎仁 �社台レースホース渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 41：52．3大差 108．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 18，814，200円 複勝： 67，064，400円 枠連： 8，974，900円
馬連： 30，579，500円 馬単： 23，142，800円 ワイド： 21，999，800円
3連複： 41，497，300円 3連単： 74，904，300円 計： 286，977，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 160円 � 110円 � 940円 枠 連（4－6） 260円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 200円 �� 3，450円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 7，360円 3 連 単 ��� 45，710円

票 数

単勝票数 計 188142 的中 � 22668（3番人気）
複勝票数 計 670644 的中 � 36852（3番人気）� 510288（1番人気）� 3674（11番人気）
枠連票数 計 89749 的中 （4－6） 25851（1番人気）
馬連票数 計 305795 的中 �� 63072（1番人気）
馬単票数 計 231428 的中 �� 12026（5番人気）
ワイド票数 計 219998 的中 �� 37068（1番人気）�� 1367（32番人気）�� 2703（19番人気）
3連複票数 計 414973 的中 ��� 4225（24番人気）
3連単票数 計 749043 的中 ��� 1188（124番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．0―42．9―55．7―1：07．8―1：20．7―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツチェック �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 Caerleon デビュー 2016．1．10 京都12着

2013．4．25生 牝5鹿 母 デ ィ マ ー 母母 Kalikala 27戦2勝 賞金 41，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カルトデュモンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月7日まで平地競

走に出走できない。



11007 4月7日 曇 良 （30福島1）第1日 第7競走 ��1，150�サラブレッド系3歳
発走13時15分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

713 コ ケ ッ ト 牝3青鹿54 津村 明秀堀 祥子氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 496－ 81：10．5 2．5�
612 ダイヤモンドベガ 牝3栗 54

52 △森 裕太朗佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 416＋ 21：10．6� 8．4�
816 ワンダーポピュレル 牝3鹿 54 藤懸 貴志山本 能成氏 奥村 豊 浦河 藤春 修二 468－ 61：11．13 5．3�
714 セレナライティア 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治島川 利子氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428－161：11．2� 8．7�

35 ド ロ テ ー ア 牝3黒鹿 54
51 ▲横山 武史吉田 和美氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 414＋ 61：11．73 14．8�
12 マインクイーン 牝3鹿 54 宮崎 北斗峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 藤吉牧場 400－ 81：11．8� 262．2�
23 ブルベアカラシナ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹 	ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか 小河 豊水 428＋ 21：12．01� 18．3

36 タイガーアイ 牝3鹿 54 菱田 裕二桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 396－ 81：12．1クビ 34．3�
11 カ エ デ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子木村 廣太氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 B472－ 21：12．2� 5．7�
24 メイショウスイレン 牝3黒鹿54 丸山 元気松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 本巣 敦 408＋121：12．94 113．7
59 ア ネ ラ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希加藤 義久氏 高橋 義博 新ひだか カタオカフアーム 420－16 〃 ハナ 75．7�
47 フジジェットレディ 牝3栗 54 柴山 雄一�フジレーシング 根本 康広 むかわ 桑原牧場 412－ 61：13．0� 172．0�
48 フレッチャロード 牝3鹿 54 中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 464 ― 〃 クビ 14．6�
611 デルマサングリア 牝3栗 54 長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 422 ―1：13．32 146．8�
510 シャトープリンセス 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士円城 幸男氏 根本 康広 浦河 カナイシスタッド 400－141：13．62 439．4�
815 シゲルミツバ 牝3栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 石毛 善彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 438 ―1：17．5大差 105．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，830，500円 複勝： 23，198，500円 枠連： 9，484，600円
馬連： 31，667，700円 馬単： 17，087，200円 ワイド： 21，025，100円
3連複： 39，822，600円 3連単： 52，301，700円 計： 214，417，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 220円 � 170円 枠 連（6－7） 880円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 450円 �� 300円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 10，230円

票 数

単勝票数 計 198305 的中 � 61464（1番人気）
複勝票数 計 231985 的中 � 57092（1番人気）� 21796（5番人気）� 33108（2番人気）
枠連票数 計 94846 的中 （6－7） 8339（3番人気）
馬連票数 計 316677 的中 �� 19714（3番人気）
馬単票数 計 170872 的中 �� 5388（7番人気）
ワイド票数 計 210251 的中 �� 11805（3番人気）�� 19621（1番人気）�� 7361（7番人気）
3連複票数 計 398226 的中 ��� 17296（2番人気）
3連単票数 計 523017 的中 ��� 3706（15番人気）

ハロンタイム 9．5―11．0―11．5―12．5―12．7―13．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．5―32．0―44．5―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．5
3 13，14（5，12）（3，16）6，1（4，11，8）－2－10－9，7＝15 4 13，14－（5，12）（3，16）－6，1，11（4，2）－（10，8）（9，7）＝15

勝馬の
紹 介

コ ケ ッ ト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Last Tycoon デビュー 2017．10．29 東京5着

2015．2．22生 牝3青鹿 母 モ テ ッ ク 母母 Sudaka 6戦1勝 賞金 7，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルミツバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月7日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 キクノシャイン号・キャンディソング号

11008 4月7日 曇 良 （30福島1）第1日 第8競走 ��2，600�サラブレッド系3歳
発走13時45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

612 ノチェブランカ 牝3芦 54 丸山 元気吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 432－102：43．6 48．2�
713 ウインレーヴドール 牡3黒鹿56 津村 明秀�ウイン 奥村 武 新冠 コスモヴューファーム 450－ 42：44．02� 2．7�
24 ヒーロークライシス 牡3青鹿 56

53 ▲横山 武史 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B512＋ 4 〃 ハナ 68．9�
12 アンクルスター 牡3黒鹿 56

53 ▲川又 賢治野嶋 祥二氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 460－162：44．42� 79．5�
11 ゴッドブレイク 牡3栗 56 酒井 学阿部東亜子氏 奥村 豊 浦河 谷川牧場 548 ― 〃 クビ 34．8	
23 ハーツイグニション 牝3栗 54 柴山 雄一吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 450＋ 22：44．61� 6．5

714 ジャディード 牡3黒鹿56 杉原 誠人丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 442－ 82：44．7� 6．9�
48 ショウナンバリウス 牡3黒鹿56 丸田 恭介国本 哲秀氏 奥村 武 新冠 ハシモトフアーム 486－ 42：45．55 6．2�
59 シゲルジャガイモ 牡3鹿 56 藤懸 貴志森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 桜井牧場 B486－ 2 〃 アタマ 41．2
611 ショウナンカマクラ 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹国本 哲秀氏 蛯名 利弘 新ひだか 高橋 義浩 480－ 82：45．6クビ 49．5�
816 ローズサクシード 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁 �シルクレーシング 吉村 圭司 洞�湖 レイクヴィラファーム 492－142：45．91� 21．1�
47 キタノペガサス 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子北所 直人氏 竹内 正洋 日高 広富牧場 454－ 4 〃 ハナ 74．1�
510 オミマイスルゾー 	3黒鹿56 難波 剛健三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 谷口牧場 438－ 42：46．0� 410．9�
36 エレガントテソーロ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 和田 雄二 安平 追分ファーム 416－ 82：46．21� 34．6�

35 ニシノラヴコール 牝3黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 新冠 村上 欽哉 436－ 42：46．94 17．1�
815 ウォーターエルピス 牡3黒鹿56 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 506－122：47．0� 6．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，518，500円 複勝： 27，741，800円 枠連： 10，264，800円
馬連： 32，094，800円 馬単： 15，377，200円 ワイド： 21，677，700円
3連複： 44，547，000円 3連単： 56，121，500円 計： 225，343，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，820円 複 勝 � 1，220円 � 130円 � 2，030円 枠 連（6－7） 2，450円

馬 連 �� 7，320円 馬 単 �� 14，740円

ワ イ ド �� 2，390円 �� 25，210円 �� 5，010円

3 連 複 ��� 126，070円 3 連 単 ��� 1，070，730円

票 数

単勝票数 計 175185 的中 � 2906（11番人気）
複勝票数 計 277418 的中 � 4343（11番人気）� 83407（1番人気）� 2554（15番人気）
枠連票数 計 102648 的中 （6－7） 3235（10番人気）
馬連票数 計 320948 的中 �� 3397（25番人気）
馬単票数 計 153772 的中 �� 782（49番人気）
ワイド票数 計 216777 的中 �� 2375（24番人気）�� 219（95番人気）�� 1114（42番人気）
3連複票数 計 445470 的中 ��� 265（218番人気）
3連単票数 計 561215 的中 ��� 38（1433番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．4―12．4―13．3―13．0―13．4―13．5―12．6―12．2―12．5―11．8―12．3

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―36．6―49．0―1：02．3―1：15．3―1：28．7―1：42．2―1：54．8―2：07．0―2：19．5―2：31．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノチェブランカ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sholokhov デビュー 2017．8．20 新潟13着

2015．4．12生 牝3芦 母 ナイトマジック 母母 Night Woman 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ヒーロークライシス号の騎手横山武史は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・6番・8番・16番・7

番）
※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） 2頭 ツインクルテソーロ号・ロゼフェニックス号
（非抽選馬） 3頭 イペルラーニオ号・カズグレゴリオ号・ファーマフローラ号



11009 4月7日 曇 良 （30福島1）第1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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

815 ス フ ェ ー ン 牡5鹿 57 丸山 元気キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 454－121：10．0 8．7�
36 グランドガール 牝4鹿 55

52 ▲富田 暁林 千枝子氏 北出 成人 浦河 宮内牧場 452－121：10．21� 4．1�
12 ヴィーグリーズ 牡4鹿 57 津村 明秀�服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 健太郎 470－ 2 〃 アタマ 13．8�
816 エイシンスペード 牡4栗 57 丸田 恭介�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 松本牧場 488＋ 61：10．3クビ 13．9�
611 タイキラメール 牡5栗 57 中谷 雄太�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 476－101：10．4� 16．8	
24 ヒシデルマー 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 カミイスタット 522－ 61：10．61� 40．0

23 � グレートブレス 牡6栗 57

54 ▲横山 武史 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 518－ 6 〃 アタマ 18．7�

714 ロードコメット 	4栗 57
54 ▲菊沢 一樹 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 B506± 01：10．7� 16．8�

510 セレノグラフィー 	5黒鹿 57
54 ▲藤田菜七子村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 490± 01：10．91� 10．6

48 � アーススカイ 牡6鹿 57 丹内 祐次松山 増男氏 根本 康広 新冠 競優牧場 472－15 〃 ハナ 316．5�
713 ハイデンガールズ 牝5栗 55 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 460－ 21：11．32� 40．6�
11 アルゴロオジエ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 三城牧場 488± 0 〃 ハナ 7．3�
35 フォーチュンキセキ 牝4鹿 55 菱田 裕二山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 456＋ 41：11．83 22．5�
47 � ビットエポナ 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士礒川 正明氏 松永 康利 新ひだか タガミファーム 438－ 91：12．11
 299．9�
612 ラブユーミー 牝4鹿 55 中井 裕二増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 494－ 41：12．52� 37．1�
59 アンチャーテッド 牡4鹿 57 秋山真一郎吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 池添 安雄 440－ 21：13．13� 4．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，810，000円 複勝： 28，230，600円 枠連： 12，898，700円
馬連： 43，068，600円 馬単： 20，329，800円 ワイド： 30，315，300円
3連複： 57，014，800円 3連単： 71，900，400円 計： 284，568，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 240円 � 150円 � 350円 枠 連（3－8） 1，230円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 4，560円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，040円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 6，360円 3 連 単 ��� 37，800円

票 数

単勝票数 計 208100 的中 � 18980（4番人気）
複勝票数 計 282306 的中 � 28763（4番人気）� 59590（1番人気）� 17156（6番人気）
枠連票数 計 128987 的中 （3－8） 8100（5番人気）
馬連票数 計 430686 的中 �� 14874（3番人気）
馬単票数 計 203298 的中 �� 3343（8番人気）
ワイド票数 計 303153 的中 �� 11537（3番人気）�� 7378（5番人気）�� 7207（7番人気）
3連複票数 計 570148 的中 ��� 6714（8番人気）
3連単票数 計 719004 的中 ��� 1379（57番人気）

ハロンタイム 9．2―11．0―11．2―12．6―13．0―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．2―20．2―31．4―44．0―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス フ ェ ー ン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．11．28 東京7着

2013．4．23生 牡5鹿 母 ウォータープレミア 母母 ラ パ シ オ ン 23戦2勝 賞金 28，220，000円
〔制裁〕 グレートブレス号の騎手横山武史は，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10，000円。（被害馬：8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 クラウンヴォルカン号・デルマオフクロサン号・ロングベスト号

11010 4月7日 曇 良 （30福島1）第1日 第10競走 ��
��2，000�ひ め さ ゆ り 賞

発走14時50分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

福島ロータリークラブ会長賞（1着）
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

22 ロードアクシス 牡3黒鹿56 酒井 学 �ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 450－ 22：02．6 2．0�
78 トーセンクリーガー 牡3栗 56 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 476－ 4 〃 アタマ 12．7�
89 ワタシヲマッテル 牝3栗 54 菱田 裕二小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 442－ 42：02．92 26．9�
44 オーデットエール 牡3鹿 56 柴山 雄一中村 昭博氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 480－ 62：03．32 4．1�
55 タイプムーン 牝3黒鹿54 宮崎 北斗 	コスモヴューファーム 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 458－102：03．62 72．7

33 ノーブルバルカン 牡3鹿 56 秋山真一郎吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 444± 0 〃 クビ 15．0�
810 ミレフォリウム 牝3鹿 54 津村 明秀 	サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 478－ 42：04．23� 7．1�
66 フィールインラヴ 牡3黒鹿56 丸田 恭介大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 436－ 22：04．51� 7．2
77 ドラゴンハート 牡3栗 56 丸山 元気スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 B442－ 8 〃 ハナ 36．2�
11 トーセンウィナー 牝3栗 54 勝浦 正樹島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 468± 02：04．6クビ 44．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 26，390，700円 複勝： 26，507，700円 枠連： 9，572，500円
馬連： 43，769，500円 馬単： 24，994，900円 ワイド： 28，080，000円
3連複： 54，505，900円 3連単： 100，545，600円 計： 314，366，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 280円 � 430円 枠 連（2－7） 1，040円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 560円 �� 810円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 5，580円 3 連 単 ��� 18，160円

票 数

単勝票数 計 263907 的中 � 102686（1番人気）
複勝票数 計 265077 的中 � 74734（1番人気）� 20230（5番人気）� 11736（7番人気）
枠連票数 計 95725 的中 （2－7） 7111（4番人気）
馬連票数 計 437695 的中 �� 28376（4番人気）
馬単票数 計 249949 的中 �� 10371（5番人気）
ワイド票数 計 280800 的中 �� 13525（6番人気）�� 8993（10番人気）�� 3057（24番人気）
3連複票数 計 545059 的中 ��� 7319（21番人気）
3連単票数 計1005456 的中 ��� 4012（61番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．0―12．8―12．9―12．4―11．5―12．4―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．6―35．6―48．4―1：01．3―1：13．7―1：25．2―1：37．6―1：49．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F37．4
1
3
8，4（3，5）2，10，9－1－6，7
8，4（3，5，10）2，9（6，1）7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロードアクシス �
�
父 ブレイクランアウト �

�
母父 Arch デビュー 2017．10．7 京都6着

2015．3．21生 牡3黒鹿 母 エ ニ ー デ イ 母母 ゴールドデイ 5戦2勝 賞金 20，093，000円



11011 4月7日 曇 良 （30福島1）第1日 第11競走 ��
��1，200�

あ づ ま こ ふ じ

吾 妻 小 富 士 賞
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

福島市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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

713� エリシェヴァ 牝5鹿 55 津村 明秀前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills
Co. Limited B486－141：09．5 8．2�

510 イサチルホープ 牡6栗 57 中谷 雄太小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 478＋ 41：09．71	 11．1�
59 
 コパノディール 牝5黒鹿55 藤田菜七子小林 照弘氏 武藤 善則 むかわ 市川牧場 428－ 41：09．91	 76．4�
816 レーヴムーン 牡5黒鹿57 秋山真一郎ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 478－ 4 〃 クビ 6．0�
36 
 レインボーラヴラヴ 牝7青鹿55 中井 裕二飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 454－ 61：10．0� 46．0�
23 エクラミレネール 牝5芦 55 柴山 雄一岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 464－ 61：10．1� 5．4	
611 クリノスイートピー 牝6黒鹿55 嶋田 純次栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 436＋ 21：10．31	 117．9

35 ミエノドリーマー 牡5栗 57 丸山 元気里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 B454－141：10．51 18．5�
48 ダイワプロパー 牝6栗 55 木幡 巧也大城 敬三氏 池上 昌和 新ひだか フジワラフアーム 482－121：11．03 42．7�
714 シンボリバーグ 牝4芦 55 杉原 誠人シンボリ牧場 藤沢 和雄 日高 シンボリ牧場 502－ 21：11．1クビ 4．8
815 クラウンルシフェル 牡7栗 57 丸田 恭介�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B482－ 61：11．42 20．1�
47 ジェイケイオジョウ 牝4鹿 55 丹内 祐次小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 456＋ 2 〃 ハナ 71．6�
11 
 ハ ル ク 牡5鹿 57 菱田 裕二�ダイリン 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 488－101：11．93 6．7�
12 トシストロング 牡7鹿 57 勝浦 正樹上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 482＋ 2 〃 ハナ 14．2�
24 ショウナンマッシブ 牡4鹿 57 横山 和生国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 466＋121：12．21� 45．7�
612 ピ ナ ク ル ズ 5黒鹿57 酒井 学ライオンレースホース� 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 B502＋ 81：12．3� 16．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，891，300円 複勝： 56，904，100円 枠連： 39，021，100円
馬連： 142，973，400円 馬単： 52，777，200円 ワイド： 76，906，300円
3連複： 210，688，200円 3連単： 241，216，700円 計： 862，378，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 330円 � 360円 � 1，910円 枠 連（5－7） 2，070円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 7，590円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 16，710円 �� 10，050円

3 連 複 ��� 202，320円 3 連 単 ��� 802，210円

票 数

単勝票数 計 418913 的中 � 40396（5番人気）
複勝票数 計 569041 的中 � 49380（5番人気）� 43584（6番人気）� 6820（15番人気）
枠連票数 計 390211 的中 （5－7） 14597（7番人気）
馬連票数 計1429734 的中 �� 23060（21番人気）
馬単票数 計 527772 的中 �� 5214（29番人気）
ワイド票数 計 769063 的中 �� 12001（20番人気）�� 1171（105番人気）�� 1952（92番人気）
3連複票数 計2106882 的中 ��� 781（368番人気）
3連単票数 計2412167 的中 ��� 218（1799番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．9―12．0―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．1―45．1―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エリシェヴァ �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2015．10．10 京都4着

2013．2．27生 牝5鹿 母 Believe 母母 Great Christine 17戦4勝 賞金 49，752，000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 トロピカルガーデン号・ニシノラディアント号

11012 4月7日 曇 良 （30福島1）第1日 第12競走 ��
��1，800�

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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
1：45．3
1：43．9

良
良

59 タガノガジュマル 牡5黒鹿57 丸山 元気八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 414－101：50．1 15．5�
612� ホウオウジャンプ 牡4鹿 57 津村 明秀小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 500＋ 2 〃 クビ 22．0�
35 � コスモリョウゲツ 牡4鹿 57 菱田 裕二杉浦 和也氏 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 446± 01：50．2	 76．7�
816 ガウディウム 牡4鹿 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 446－10 〃 ハナ 15．8�
714 ユウチェンジ 牡5黒鹿57 森 裕太朗�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 B502－ 41：50．3クビ 7．4	
12 � モ ハ ー 牝4栗 55 義 英真北山 敏
氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 478－ 6 〃 ハナ 10．8�
713 ミッキーロイヤル 牡4鹿 57 酒井 学野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 492＋ 4 〃 クビ 13．4�
24 スイーズドリームス 牡4鹿 57 柴山 雄一大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 492－ 21：50．51
 2．5
815 ブライティアスター 牝7黒鹿55 木幡 巧也小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 466－ 21：50．6クビ 132．4�
611� ペ ガ ー ズ 牡4鹿 57 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 490－ 2 〃 クビ 7．2�
48 � アメリカンヘブン �5鹿 57 菊沢 一樹吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Bruce Smart 468－101：50．7 9．4�
23 エイブルボス 牡6黒鹿57 丹内 祐次中澤 隆氏 和田 勇介 新ひだか 山際牧場 466－201：50．91 18．6�
11 ニシノストーリー 牝4黒鹿55 丸田 恭介西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 406－ 61：51．53	 71．6�
510 ルックアットミー 牝4鹿 55 勝浦 正樹髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 462± 01：51．6	 27．1�
47 バトルサンバ 牡4栗 57 横山 和生山科 統氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 B520± 01：51．91 103．3�
36 ワイルドグラス 牡4鹿 57 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 B454－ 41：52．64 90．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，590，400円 複勝： 42，605，500円 枠連： 22，962，800円
馬連： 71，740，600円 馬単： 31，997，700円 ワイド： 48，031，700円
3連複： 104，140，300円 3連単： 127，976，500円 計： 482，045，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 520円 � 620円 � 1，750円 枠 連（5－6） 2，110円

馬 連 �� 13，990円 馬 単 �� 28，560円

ワ イ ド �� 3，140円 �� 12，550円 �� 7，840円

3 連 複 ��� 195，750円 3 連 単 ��� 1，054，350円

票 数

単勝票数 計 325904 的中 � 16775（7番人気）
複勝票数 計 426055 的中 � 22911（8番人気）� 18465（10番人気）� 6036（13番人気）
枠連票数 計 229628 的中 （5－6） 8404（10番人気）
馬連票数 計 717406 的中 �� 3972（51番人気）
馬単票数 計 319977 的中 �� 840（101番人気）
ワイド票数 計 480317 的中 �� 3990（46番人気）�� 981（86番人気）�� 1575（65番人気）
3連複票数 計1041403 的中 ��� 399（342番人気）
3連単票数 計1279765 的中 ��� 88（1830番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．4―47．9―1：00．5―1：12．8―1：25．2―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノガジュマル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．9．26 阪神6着

2013．2．7生 牡5黒鹿 母 タガノシャルマン 母母 ポリッシュプリンセス 31戦3勝 賞金 42，095，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アンネリース号・ウォーブル号・レンジャックマン号



（30福島1）第1日 4月7日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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
厩務員出走奨励金

189，030，000円
1，300，000円
13，120，000円
1，530，000円
20，880，000円
70，362，000円
6，205，600円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
251，781，200円
375，776，800円
153，357，600円
525，010，800円
255，906，100円
342，138，300円
743，754，900円
960，940，000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 3，608，665，700円

総入場人員 10，327名 （有料入場人員 ）
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