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11025 4月14日 晴 良 （30福島1）第3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

47 ブラックピクシー 牝3黒鹿54 城戸 義政�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 516－ 41：09．2 4．3�
816 クイーンズテソーロ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 442＋ 81：09．41� 3．3�

611 エースロッカー 牡3栗 56 岩部 純二西森 鶴氏 中川 公成 新冠 カミイスタット 486＋ 21：10．35 10．3�
714 スマートギャツビー 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 坂本 智広 470－ 6 〃 ハナ 4．2�
23 グラデュエイト 牡3青鹿56 真島 大輔阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 B496－ 61：10．62 4．8	

（大井）

48 ゴ ム マ リ 牝3黒鹿 54
51 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 444－141：10．81 76．8


11 クルクルティンクル 牝3黒鹿 54
51 ▲木幡 育也伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 462 ―1：10．9� 94．3�

24 コ コ ロ ザ シ �3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 432－ 81：11．0クビ 29．0�
510 スマートパートナー 牝3栗 54

51 ▲横山 武史大川 徹氏 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 458－ 41：11．1� 30．9
35 トミケンバディリ 牡3鹿 56 宮崎 北斗冨樫 賢二氏 小西 一男 浦河 高昭牧場 494＋ 6 〃 アタマ 229．2�
12 キットドリームス 牝3黒鹿54 丸田 恭介塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 444 ― 〃 クビ 41．3�
815 ケイジーワンダー 牡3黒鹿56 丸山 元気鹿倉 勝	氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B518－ 81：12．48 73．9�
612 シュネルスト 牡3栗 56 原田 和真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 藤本牧場 508 ―1：12．93 48．1�
36 キンパツムスメ 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 新ひだか 藤原牧場 430＋ 21：13．0� 243．6�

59 ニネンイチクミ 牝3栗 54
51 ▲藤田菜七子藤本 彰氏 竹内 正洋 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438 ―1：13．31� 42．6�
713 アシャカチムサー 牝3栗 54

52 △森 裕太朗吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 藤沢牧場 452－281：14．910 187．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，392，500円 複勝： 26，148，400円 枠連： 8，912，400円
馬連： 32，957，200円 馬単： 18，494，000円 ワイド： 23，819，600円
3連複： 48，192，800円 3連単： 54，690，500円 計： 230，607，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 150円 � 190円 枠 連（4－8） 1，020円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 520円 �� 720円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 12，900円

票 数

単勝票数 計 173925 的中 � 32060（3番人気）
複勝票数 計 261484 的中 � 38354（4番人気）� 52503（1番人気）� 31362（5番人気）
枠連票数 計 89124 的中 （4－8） 6745（6番人気）
馬連票数 計 329572 的中 �� 21589（6番人気）
馬単票数 計 184940 的中 �� 5169（13番人気）
ワイド票数 計 238196 的中 �� 12003（7番人気）�� 8382（10番人気）�� 8704（9番人気）
3連複票数 計 481928 的中 ��� 12757（10番人気）
3連単票数 計 546905 的中 ��� 3072（44番人気）

ハロンタイム 9．6―10．9―11．6―12．1―12．1―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．5―32．1―44．2―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックピクシー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2018．4．1 阪神5着

2015．3．20生 牝3黒鹿 母 ストームクオリティ 母母 ウイングドキャット 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニネンイチクミ号・アシャカチムサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

5月14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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ビッグジュジュ号・ホリーユニコーン号・ムーンサルト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

11026 4月14日 曇 良 （30福島1）第3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 ジュリーハーツ 牝3黒鹿54 秋山真一郎林 正道氏 池上 昌和 浦河 �川 啓一 468－ 61：10．7 18．0�
713 ドリームジャンボ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 田中 剛 新冠 ヒカル牧場 456－ 4 〃 アタマ 4．7�
510 カクテルドレス 牝3芦 54 吉田 隼人 Him Rock Racing 佐々木晶三 日高 槇本牧場 468± 0 〃 アタマ 3．2�
23 メイショウリボベジ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 岡部牧場 424－101：10．8� 41．8�
12 モ ー ラ 牝3青鹿54 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 義忠 新ひだか 友田牧場 424 ―1：10．9� 26．0	
612 ベルダニューブ 牝3栗 54 津村 明秀幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 466 ― 〃 ハナ 6．4

816 カハラレインボー 牝3栗 54 黛 弘人助川 啓一氏 中野 栄治 日高 賀張中川牧場 422＋101：11．0クビ 9．4�
24 サンビクトリア 牝3黒鹿54 丸山 元気 �加藤ステーブル 根本 康広 浦河 高岸 順一 470 ― 〃 ハナ 56．3�
36 チャーミングホープ 牝3鹿 54 中井 裕二川島 吉男氏 浜田多実雄 浦河 大道牧場 446 ― 〃 クビ 56．7
611 ジョイオブライフ 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 新冠 オリエント牧場 452＋101：11．1� 5．5�

48 サンロックヒル 牝3栗 54 小島 太一 �加藤ステーブル 加藤 和宏 日高 有限会社
ケイズ 472 ―1：11．73� 96．8�

35 ツィンクルペタル 牝3黒鹿54 柴山 雄一 �シルクレーシング 大和田 成 安平 ノーザンファーム 434＋ 81：12．33� 11．6�
11 シ ー カ ー 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也松田 整二氏 林 徹 平取 びらとり牧場 444 ―1：12．62 62．6�
815 サングリアロッサ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗�髙昭牧場 伊藤 伸一 浦河 高昭牧場 408 ―1：12．81� 94．5�
47 コーラルブーケ 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 418 ― 〃 ハナ 123．7�
59 ペイシャアコ 牝3栗 54 伴 啓太北所 直人氏 本間 忍 日高 浜本 幸雄 456 ―1：13．54 306．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，415，000円 複勝： 20，494，300円 枠連： 8，900，200円
馬連： 25，434，000円 馬単： 13，047，500円 ワイド： 17，726，000円
3連複： 33，124，500円 3連単： 39，846，800円 計： 171，988，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 370円 � 160円 � 140円 枠 連（7－7） 3，630円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 6，950円

ワ イ ド �� 890円 �� 660円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 21，810円

票 数

単勝票数 計 134150 的中 � 5950（7番人気）
複勝票数 計 204943 的中 � 9837（7番人気）� 36435（2番人気）� 48418（1番人気）
枠連票数 計 89002 的中 （7－7） 1896（12番人気）
馬連票数 計 254340 的中 �� 6239（13番人気）
馬単票数 計 130475 的中 �� 1406（29番人気）
ワイド票数 計 177260 的中 �� 4727（11番人気）�� 6557（8番人気）�� 16438（1番人気）
3連複票数 計 331245 的中 ��� 9876（6番人気）
3連単票数 計 398468 的中 ��� 1324（64番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．1―12．0―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．0―46．0―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュリーハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2017．8．19 札幌6着

2015．4．24生 牝3黒鹿 母 ラブジュリエット 母母 ホッコーオウカ 4戦1勝 賞金 6，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 キリシマアスカ号・ショウナンハイル号・ダイメイジャスミン号・モメンタム号・ラペールノアール号

追 加 記 事（第 1回福島競馬第 2日第 6競走）
〔その他〕　　クリノモンロー号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕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。

第１回 福島競馬 第３日



11027 4月14日 曇 良 （30福島1）第3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
1：40．9

良
重

58 マイヨヴェール 牡3鹿 56 横山 和生�ヤナガワ牧場 飯田 祐史 日高 ヤナガワ牧場 536± 01：49．1 192．8�
46 レオステップアップ 牡3栗 56 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 492－ 21：49．2� 5．9�
34 サンライズコロン 牡3栗 56 丸山 元気松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 468＋ 21：49．3� 2．6�
47 ミッキーガーデン 牡3鹿 56 �島 克駿野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 426＋ 21：49．51� 13．7�
815 ヘブンリーデイズ 牡3鹿 56 高倉 稜 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 41：49．71� 10．2	
22 ヴァローレネロ 牡3青 56 柴山 雄一程田 真司氏 矢野 英一 日高 チャンピオン

ズファーム 434－121：49．91� 48．8

35 ビップヴァリアント 牡3黒鹿 56

53 ▲川又 賢治鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 502－101：50．0クビ 4．1�
712 スズカハイライト 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 438－ 81：50．21� 18．1�
713 コンフェイト 牝3青鹿 54

52 △森 裕太朗 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 448＋ 81：51．79 79．3
11 ネオシャンドマルス 牡3芦 56 真島 大輔小林 仁幸氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム 502± 01：51．8� 90．2�

（大井）

610 マンノジャパン 牝3栗 54 藤懸 貴志萬野 順啓氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 454 ―1：52．33 77．5�
59 ダンツスパート 牝3栗 54 城戸 義政山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 468－ 21：52．72� 438．2�
814 ヤマニンキアラ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 434－ 81：53．23 217．0�
23 カレンエクスカリバ 牡3鹿 56 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 524－ 41：54．58 29．5�
611 ノーブルスピリット 	3黒鹿56 中井 裕二 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム B476± 01：54．92� 7．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，092，500円 複勝： 23，500，900円 枠連： 9，320，500円
馬連： 30，654，600円 馬単： 16，159，700円 ワイド： 21，613，300円
3連複： 41，524，600円 3連単： 51，163，600円 計： 211，029，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 19，280円 複 勝 � 2，660円 � 180円 � 140円 枠 連（4－5） 13，500円

馬 連 �� 31，800円 馬 単 �� 80，260円

ワ イ ド �� 6，270円 �� 5，310円 �� 330円

3 連 複 ��� 23，410円 3 連 単 ��� 245，650円

票 数

単勝票数 計 170925 的中 � 709（13番人気）
複勝票数 計 235009 的中 � 1417（13番人気）� 35859（2番人気）� 60484（1番人気）
枠連票数 計 93205 的中 （4－5） 535（21番人気）
馬連票数 計 306546 的中 �� 747（46番人気）
馬単票数 計 161597 的中 �� 151（105番人気）
ワイド票数 計 216133 的中 �� 812（42番人気）�� 961（35番人気）�� 19565（2番人気）
3連複票数 計 415246 的中 ��� 1330（60番人気）
3連単票数 計 511636 的中 ��� 151（474番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．9―31．1―44．2―57．0―1：09．8―1：22．5―1：35．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイヨヴェール �
�
父 ハードスパン �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2018．1．14 京都10着

2015．5．6生 牡3鹿 母 ブライトサファイヤ 母母 リアルサファイヤ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カレンエクスカリバ号・ノーブルスピリット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成30年5月14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。
（非抽選馬） 1頭 アトス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

11028 4月14日 曇 良 （30福島1）第3日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11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

12 グレンガリー 牡3鹿 56 津村 明秀吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 438± 01：50．6 2．7�
713 キングポセイドン 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 ディアレスト
クラブ 464＋121：50．81� 11．6�

35 オーヴォドーロ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �いとはんホール
ディングス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 454－ 4 〃 ハナ 11．3�

48 ナイルデルタ 牡3鹿 56
53 ▲川又 賢治 �キャロットファーム 松下 武士 平取 坂東牧場 484± 01：50．9� 7．0�

36 バ リ エ ン テ 牡3黒鹿56 �島 良太畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 小河 豊水 442－ 81：51．0� 8．2�
815 サトノゲイル 牡3青鹿56 丸山 元気 	サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 460－ 81：51．1� 5．4

611 フラッグサルート 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 434－ 61：51．2� 216．7�
714 オクタヴィウス 牡3鹿 56 �島 克駿髙橋 貴士氏 杉山 晴紀 新ひだか 幌村牧場 496＋161：51．41� 24．4�
24 ケイアイスープラ 牡3鹿 56 勝浦 正樹亀田 和弘氏 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 444＋ 61：51．61 26．9
816 コスモフェリーク 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 422－ 61：52．02� 24．7�
11 モルドワイン 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子	G1レーシング 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 448－ 41：52．32 47．8�
510 ダノンインパルス 牡3鹿 56 中井 裕二	ダノックス 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474 ―1：52．4� 70．0�
59 クレージーバローズ 牡3鹿 56 秋山真一郎猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 526 ― 〃 ハナ 11．1�
23 リネンマンファス 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史戸山 昌彦氏 加藤 和宏 新ひだか 高橋 修 478 ―1：52．93 170．5�
47 シーブライド 牝3黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹和田 志保氏 武市 康男 新冠 長浜牧場 416－201：59．5大差 404．5�
612 マグナムオプス 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 小島 茂之 日高 千葉飯田牧場 524± 01：59．92� 142．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，299，100円 複勝： 30，931，700円 枠連： 10，568，700円
馬連： 33，825，900円 馬単： 17，687，400円 ワイド： 25，802，300円
3連複： 46，466，700円 3連単： 53，807，600円 計： 241，389，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 310円 � 240円 枠 連（1－7） 1，460円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 770円 �� 500円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 20，460円

票 数

単勝票数 計 222991 的中 � 65292（1番人気）
複勝票数 計 309317 的中 � 78155（1番人気）� 20742（7番人気）� 29732（4番人気）
枠連票数 計 105687 的中 （1－7） 5609（6番人気）
馬連票数 計 338259 的中 �� 12699（6番人気）
馬単票数 計 176874 的中 �� 4582（8番人気）
ワイド票数 計 258023 的中 �� 8465（5番人気）�� 13935（3番人気）�� 5731（15番人気）
3連複票数 計 464667 的中 ��� 8558（10番人気）
3連単票数 計 538076 的中 ��� 1906（43番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．4―12．7―12．7―12．4―12．1―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．5―49．2―1：01．9―1：14．3―1：26．4―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレンガリー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．1．21 中山3着

2015．4．20生 牡3鹿 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シーブライド号・マグナムオプス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月

14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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 オペラサンデー号・ツクバマカナ号・ナンゴクアイネット号
（非抽選馬） 1頭 アイガー号



11029 4月14日 曇 良 （30福島1）第3日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時05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

611 ニシノキントウン 牡3黒鹿56 津村 明秀西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 452－ 41：10．3 3．4�
816 リュウドカズマ 牡3鹿 56 秋山真一郎合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 460＋ 41：10．51� 9．3�
12 エボニーマーブル 牡3黒鹿56 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 白井牧場 466＋ 61：11．35 16．1�
612� レファレンスブック 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 池上 昌和 英 Broughton
Bloodstock 460－ 81：11．51� 10．0�

47 ラブリースマッシュ 牝3栗 54
53 ☆木幡 巧也村山 卓也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 荒谷 輝和 440－101：11．6クビ 68．5�

48 キ ー ロ ー ズ 牝3青鹿54 柴山 雄一北前孔一郎氏 青木 孝文 新ひだか 小河 豊水 424－ 61：11．92 48．2	
24 ホ ク ラ ニ 牝3黒鹿54 横山 和生石川 貴久氏 小野 次郎 新冠 ムラカミファーム 446－ 8 〃 クビ 158．3

815 トーホウディアーナ 牝3黒鹿54 丸田 恭介東豊物産� 古賀 史生 日高 オリオンファーム 446＋ 21：12．0クビ 18．8�
36 ジュビラント 牡3栗 56

55 ☆木幡 初也�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 440＋141：12．1	 94．4
35 ミフトゥーロ 牝3鹿 54 勝浦 正樹藤田 在子氏 田島 俊明 日高 天羽 禮治 450－ 61：12．2
 3．2�
510 ドゥエベリーニ 牝3青 54 丸山 元気林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 488－ 21：12．3	 15．4�
23 カ サ ー レ 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 育也飯田 良枝氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 418－101：12．51� 8．4�
11 ホ リ デ イ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�明栄商事 松山 将樹 新ひだか 沖田 忠幸 420－241：12．92	 149．5�
713 レイヤーハート 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 394－10 〃 アタマ 13．0�
714 エムティティアラ 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹�門別牧場 的場 均 浦河 信岡牧場 366－ 61：13．43 203．4�
59 サクセスウエイ �3栗 56 伴 啓太鈴木 芳夫氏 上原 博之 新ひだか 見上牧場 418－12 〃 ハナ 278．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，561，900円 複勝： 23，210，200円 枠連： 13，986，900円
馬連： 34，274，100円 馬単： 17，884，500円 ワイド： 27，113，900円
3連複： 51，220，300円 3連単： 56，360，300円 計： 242，612，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 220円 � 380円 枠 連（6－8） 750円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，140円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 10，680円 3 連 単 ��� 40，170円

票 数

単勝票数 計 185619 的中 � 43049（2番人気）
複勝票数 計 232102 的中 � 48563（2番人気）� 27350（3番人気）� 12463（8番人気）
枠連票数 計 139869 的中 （6－8） 14352（2番人気）
馬連票数 計 342741 的中 �� 19074（3番人気）
馬単票数 計 178845 的中 �� 5738（4番人気）
ワイド票数 計 271139 的中 �� 12028（3番人気）�� 6044（14番人気）�� 2912（29番人気）
3連複票数 計 512203 的中 ��� 3595（39番人気）
3連単票数 計 563603 的中 ��� 1017（132番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．3―12．1―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．7―46．8―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノキントウン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．10．15 京都3着

2015．3．27生 牡3黒鹿 母 ニシノモレッタ 母母 ミストラスト 7戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エムティティアラ号・サクセスウエイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月

14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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オレンジヒロイン号・ペティヤン号
（非抽選馬） 5頭 アモーレジョディー号・アーヴァイン号・カシノレガーメ号・キックオフ号・ラグナーズルート号

11030 4月14日 曇 良 （30福島1）第3日 第6競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走12時35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
1：57．3
1：56．1

良
良

35 イペルラーニオ 牡3鹿 56
53 ▲山田 敬士 �キャロットファーム 矢作 芳人 新冠 コスモヴューファーム 470－ 62：03．3 9．9�

510 キングフォルテ 牡3鹿 56
53 ▲菊沢 一樹平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 508± 0 〃 クビ 2．4�

713 パシュパティナート 牝3黒鹿 54
51 ▲川又 賢治吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 450＋ 22：03．51� 10．7�

714 スナップドラゴン 牝3栗 54
51 ▲横山 武史石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 下河辺牧場 B438－ 22：03．6クビ 6．7�

611 ルックスマート 牡3鹿 56
53 ▲木幡 育也平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 478－ 42：03．81� 12．9�

24 グレンフィナン 牡3鹿 56 城戸 義政	G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B482± 02：03．9� 24．7

59 ジェネラルシップ 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 初也 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新冠 松浦牧場 444－ 42：04．0� 4．5�

815 カズグレゴリオ 牡3栗 56
55 ☆井上 敏樹合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 448－14 〃 クビ 28．4�

47 オ ペ レ ッ タ 牝3芦 54
53 ☆木幡 巧也	ラ・メール 奥村 武 新ひだか 田中 裕之 444－142：04．1� 70．2

816 イ ザ ナ ミ 牝3鹿 54
53 ☆義 英真永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 378－142：04．2� 273．5�

11 ウインリベロ 牡3栗 56
53 ▲藤田菜七子	ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 418－ 2 〃 クビ 23．7�

23 トウケイサミドリ 牝3鹿 54 原田 和真木村 信彦氏 沖 芳夫 浦河 大道牧場 446－ 62：04．3� 247．3�
36 シゲルサツマイモ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング
フィールド牧場 454－102：04．62 232．7�

12 カ リ ン カ 牝3黒鹿54 伴 啓太寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 424－ 82：05．02� 27．7�
48 タイセイブラック 牡3栗 56

54 △森 裕太朗田中 成奉氏 林 徹 新冠 佐藤牧場 458 ―2：05．1� 64．8�
612 フラッシュムーン 牡3鹿 56 長岡 禎仁阿部東亜子氏 松永 康利 新冠 新冠伊藤牧場 518 ―2：14．6大差 232．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，748，900円 複勝： 24，949，200円 枠連： 12，087，100円
馬連： 31，212，000円 馬単： 16，053，000円 ワイド： 24，391，800円
3連複： 42，449，300円 3連単： 50，389，700円 計： 219，281，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 320円 � 140円 � 320円 枠 連（3－5） 980円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，650円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 24，980円

票 数

単勝票数 計 177489 的中 � 14270（4番人気）
複勝票数 計 249492 的中 � 16632（5番人気）� 62712（1番人気）� 16485（6番人気）
枠連票数 計 120871 的中 （3－5） 9522（5番人気）
馬連票数 計 312120 的中 �� 17989（4番人気）
馬単票数 計 160530 的中 �� 3515（11番人気）
ワイド票数 計 243918 的中 �� 10302（6番人気）�� 3594（18番人気）�� 10669（5番人気）
3連複票数 計 424493 的中 ��� 9957（7番人気）
3連単票数 計 503897 的中 ��� 1462（64番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．8―35．5―48．4―1：01．6―1：14．4―1：26．5―1：38．6―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イペルラーニオ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．12．23 阪神8着

2015．3．2生 牡3鹿 母 コスモチェーロ 母母 Shorwon 7戦1勝 賞金 7，600，000円
〔制裁〕 キングフォルテ号の騎手菊沢一樹は，決勝線手前で外側に斜行したことについて平成30年4月21日から平成30年4月22日

まで騎乗停止。（被害馬：13番）
〔その他〕 キングフォルテ号は，決勝線手前で外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フラッシュムーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月14日まで平地競

走に出走できない。



11031 4月14日 曇 良 （30福島1）第3日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走13時05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

814 サウンドマジック 牝4栗 55
52 ▲藤田菜七子増田 雄一氏 和田正一郎 浦河 辻 牧場 434－ 21：47．6 10．7�

22 レッドエレノア 牝4青鹿55 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 538＋ 8 〃 ハナ 6．2�
35 � チビノヴァルタン 牝5鹿 55 原田 和真梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 446± 01：47．7� 36．2�
47 グレイスニコ 牝4栗 55 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 464－ 41：47．8クビ 5．6�
712 キスミーワンス 牝4黒鹿 55

52 ▲川又 賢治吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 434－10 〃 クビ 8．6	
611 カーネリアン 牝4鹿 55 中井 裕二林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 488－ 41：48．01� 9．5

59 ショーカノン 牝4鹿 55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム 500－ 21：48．1	 5．4�
713� 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 484＋ 2 〃 クビ 75．3�
11 サムシングフレア 牝5鹿 55

54 ☆木幡 巧也阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 482－ 21：48．73	 114．0
58 テンノサクラコ 牝5黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 466－181：48．91� 184．3�
46 � メイショウサイジン 牝5鹿 55 藤懸 貴志松本 好雄氏 高橋 亮 新冠 ラツキー牧場 486＋ 21：49．11 178．0�
815 ノーブルスノー 牝5芦 55 吉田 隼人吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 488＋ 4 〃 クビ 3．4�
34 ダイヤインザラフ 牝4黒鹿55 黛 弘人 �ローレルレーシング 尾関 知人 新冠 樋渡 志尚 412－ 41：49．2クビ 249．4�
23 メイショウルミナス 牝4黒鹿55 丸山 元気松本 好雄氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 468－ 61：49．3	 17．9�
610� リンノアモーレ 牝4黒鹿55 菅原 隆一本田 恒雄氏 南田美知雄 新ひだか 元道牧場 512－ 21：52．4大差 284．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，051，300円 複勝： 28，588，400円 枠連： 9，772，800円
馬連： 32，443，200円 馬単： 16，458，300円 ワイド： 24，507，800円
3連複： 47，649，800円 3連単： 57，953，200円 計： 237，424，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 450円 � 280円 � 900円 枠 連（2－8） 630円

馬 連 �� 4，640円 馬 単 �� 8，780円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 4，670円 �� 4，330円

3 連 複 ��� 44，280円 3 連 単 ��� 198，180円

票 数

単勝票数 計 200513 的中 � 14939（7番人気）
複勝票数 計 285884 的中 � 16330（7番人気）� 29585（4番人気）� 7558（9番人気）
枠連票数 計 97728 的中 （2－8） 11904（1番人気）
馬連票数 計 324432 的中 �� 5416（23番人気）
馬単票数 計 164583 的中 �� 1405（44番人気）
ワイド票数 計 245078 的中 �� 3323（25番人気）�� 1342（37番人気）�� 1449（35番人気）
3連複票数 計 476498 的中 ��� 807（96番人気）
3連単票数 計 579532 的中 ��� 212（489番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―30．0―43．1―56．2―1：08．9―1：21．9―1：34．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サウンドマジック �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2017．5．13 東京11着

2014．3．10生 牝4栗 母 ヘイローマジック 母母 ハイランドファンタジー 9戦1勝 賞金 13，150，000円
〔制裁〕 サムシングフレア号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過

怠金10，000円。（被害馬：3番・15番）

11032 4月14日 曇 良 （30福島1）第3日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （芝・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
1：07．0
1：06．5

良
良

11 クラウンアゲン 牝5青鹿55 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 440＋ 41：10．2 8．2�
24 サウンドストリート 牡4鹿 57 �島 克駿増田 雄一氏 和田正一郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－ 81：10．51� 4．5�
12 ハトマークワルツ 牝4栗 55 小坂 忠士山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 422－ 8 〃 クビ 4．5�
611 ニシノエアレス 牝4栗 55 丸山 元気西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 458± 01：10．71� 13．3�
48 ヤマニンベルベーヌ 牝4栗 55 菅原 隆一土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 460＋ 21：10．8クビ 15．7�
59 	 エースナンバー 牡6黒鹿 57

54 ▲木幡 育也�和田牧場 田中 清隆 新冠 ベルモント
ファーム 500－ 8 〃 ハナ 96．3	

816 ブラディーリッパー 牝4鹿 55 黛 弘人ディアレストクラブ
 古賀 史生 浦河 小島牧場 486－181：11．11� 21．4�
612 タニマサガール 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 430－141：11．41� 14．4�
510 ニシノオウカン 牡4青鹿 57

54 ▲菊沢 一樹西山 茂行氏 古賀 慎明 新冠 中本牧場 B436－121：11．5
 28．8
714	 アンヴェルス 牡4黒鹿57 柴山 雄一 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 三村 卓也 450－ 3 〃 クビ 11．9�
35 ファーストオーサー 牡7黒鹿 57

56 ☆木幡 初也石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 492＋ 21：11．71� 68．5�
815	 ラパンノワール 牝5青鹿55 西田雄一郎鈴木 史郎氏 林 徹 千歳 社台ファーム 438＋ 21：12．02 148．6�
713 マ カ レ ア 牝5黒鹿 55

52 ▲川又 賢治 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B404－12 〃 アタマ 22．5�
47 ジャスティンラヴ 牝4黒鹿55 吉田 隼人前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 392－121：12．53 18．6�
23 	 クリアーウェイ 牝5鹿 55

52 ▲横山 武史合同会社小林英一
ホールディングス 石栗 龍彦 日高 下河辺牧場 456＋221：12．92
 126．7�

36 ブランデーグラス �5栗 57 丹内 祐次 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 470－10 （競走中止） 5．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，649，300円 複勝： 25，652，200円 枠連： 11，603，100円
馬連： 36，586，200円 馬単： 17，692，000円 ワイド： 27，403，800円
3連複： 54，191，000円 3連単： 61，941，800円 計： 253，719，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 270円 � 190円 � 160円 枠 連（1－2） 930円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 940円 �� 760円 �� 670円

3 連 複 ��� 4，210円 3 連 単 ��� 28，150円

票 数

単勝票数 計 186493 的中 � 18106（4番人気）
複勝票数 計 256522 的中 � 20828（4番人気）� 34981（3番人気）� 49024（1番人気）
枠連票数 計 116031 的中 （1－2） 9620（2番人気）
馬連票数 計 365862 的中 �� 12161（5番人気）
馬単票数 計 176920 的中 �� 2814（11番人気）
ワイド票数 計 274038 的中 �� 7369（7番人気）�� 9219（4番人気）�� 10739（2番人気）
3連複票数 計 541910 的中 ��� 9651（4番人気）
3連単票数 計 619418 的中 ��� 1595（34番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．1―12．0―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．7―45．7―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンアゲン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2015．10．25 東京2着

2013．3．9生 牝5青鹿 母 ブリリアントクラン 母母 スターズインハーアイズ 13戦3勝 賞金 26，850，000円
〔発走状況〕 ブラディーリッパー号は，枠入り不良。
〔競走中止〕 ブランデーグラス号は，競走中に疾病〔寛骨複骨折〕を発症したため向正面で競走中止。



11033 4月14日 曇 良 （30福島1）第3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 7，500，000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

23 シンコーマーチャン 牡4鹿 57 丸山 元気豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 B490＋ 41：47．6 5．1�
35 ウォーターシャウト 牡5青鹿57 丸田 恭介山岡 良一氏 安田 翔伍 新ひだか タイヘイ牧場 474－12 〃 クビ 13．5�
22 ブラウンアニマート 牡5黒鹿57 西田雄一郎キャピタルクラブ 武藤 善則 日高 株式会社カ

ネツ牧場 478± 01：48．34 22．4�
59 ウインドオブホープ �5栗 57 勝浦 正樹�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 530± 0 〃 ハナ 5．6�
11 エルメネジルド 牡6鹿 57

56 ☆木幡 巧也飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 B482－16 〃 アタマ 24．2�
58 サリーバットマン �4栗 57

54 ▲横山 武史黒須不二男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 中田 浩美 496± 01：48．51 77．7	
47 プロムナード 牡4黒鹿57 津村 明秀ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B512－ 61：48．6� 12．3

712� ベルウッドミライ 牡4黒鹿57 川須 栄彦鈴木 照雄氏 伊藤 大士 浦河 市川フアーム 464± 0 〃 クビ 39．9�
815 メイショウバンカラ 牡4鹿 57 秋山真一郎松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 508＋10 〃 ハナ 5．6�
34 サンマルライバル 牡4青鹿57 杉原 誠人相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 482± 01：48．81 26．6
611 ライデンバローズ 牡4芦 57 吉田 隼人猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 B524－ 81：49．54 3．2�
610� メイクミーハッピー 牡4栗 57 岡田 祥嗣大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 橋本牧場 446－121：49．6クビ 90．3�
46 � リ ー ダ ー ズ 牡6鹿 57 柴山 雄一平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B490± 01：50．23� 65．9�
814� ガクチカキッズ 牡4黒鹿 57

54 ▲木幡 育也菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 追分ファーム 456－ 71：50．94 24．6�
713� クラシカルチュチュ 牝5青鹿55 真島 大輔鈴木 史郎氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 456－121：52．510 72．2�

（大井）

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，383，100円 複勝： 23，906，800円 枠連： 10，541，300円
馬連： 36，424，900円 馬単： 16，869，000円 ワイド： 25，785，600円
3連複： 48，094，400円 3連単： 60，234，600円 計： 240，239，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 320円 � 440円 枠 連（2－3） 1，490円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，640円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 14，590円 3 連 単 ��� 53，320円

票 数

単勝票数 計 183831 的中 � 28504（2番人気）
複勝票数 計 239068 的中 � 38091（2番人気）� 18573（5番人気）� 12403（7番人気）
枠連票数 計 105413 的中 （2－3） 5481（8番人気）
馬連票数 計 364249 的中 �� 11853（8番人気）
馬単票数 計 168690 的中 �� 3569（11番人気）
ワイド票数 計 257856 的中 �� 7352（8番人気）�� 4019（17番人気）�� 2403（32番人気）
3連複票数 計 480944 的中 ��� 2472（49番人気）
3連単票数 計 602346 的中 ��� 819（154番人気）

ハロンタイム 7．0―11．6―11．7―13．0―13．2―12．5―12．2―13．0―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―30．3―43．3―56．5―1：09．0―1：21．2―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シンコーマーチャン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Wild Again デビュー 2016．11．26 東京6着

2014．5．17生 牡4鹿 母 ジェミーブロッサム 母母 パレイシャルアフェア 16戦2勝 賞金 25，400，000円
〔制裁〕 サンマルライバル号の調教師佐藤吉勝は，馬場入場後に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金30，000円。

シンコーマーチャン号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 リリーシューター号・ルノートル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

11034 4月14日 曇 良 （30福島1）第3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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
1：07．0
1：06．5

良
良

48 ウ ィ ズ 牡3鹿 56 吉田 隼人 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 466－101：10．3 1．9�

510� ソフトポジション 牡3鹿 56 森 裕太朗北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 450＋ 2 〃 クビ 48．3�
12 ピ カ ピ カ 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 石毛 善彦 むかわ 真壁 信一 492± 01：10．62 78．2�
713 シンデレラメイク 牝3栗 54 柴山 雄一田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 470＋ 21：10．81	 4．9�
612 ア ー ヒ ラ 牝3芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 428± 01：10．9クビ 40．3	
47 シアトルトウショウ 牝3青鹿54 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 468＋ 21：11．0
 53．7

24 キングスキャット 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 508－ 21：11．21	 53．2�
35 マルブツインパルス 牡3栗 56 横山 和生大澤 利久氏 杉浦 宏昭 浦河 岡本牧場 408＋ 21：11．51
 217．4�
36 プリームムロジンカ 牝3鹿 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 村上 欽哉 460－ 41：11．6クビ 61．6
611 アップファーレン 牝3栗 54 藤田菜七子�KTレーシング 友道 康夫 新冠 パカパカ

ファーム 486－ 21：11．7
 8．3�
815 クリノロマン 牝3芦 54 嶋田 純次栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 448－ 41：12．23 21．6�
816 レ ト リ ッ ク 牡3芦 56 木幡 初也 �カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 新冠 オリエント牧場 442－ 61：12．3� 35．4�
11 � リコーパイソン 牡3鹿 56 真島 大輔土橋 正雄氏 蛯名 雄太 日高 リコーファーム 490－ 2 〃 クビ 111．3�

（大井） （大井）

59 コウギョウブライト 牡3芦 56 丸山 元気小林 秀樹氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 456－ 6 〃 アタマ 13．9�
714 ロイズブルー 牝3黒鹿54 川又 賢治山崎 泰博氏 池添 学 日高 新井 弘幸 460± 01：12．4クビ 10．4�
23 ミ ラ ビ リ ア 牝3栗 54 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 452－101：13．57 26．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，908，800円 複勝： 33，116，300円 枠連： 16，813，600円
馬連： 56，230，700円 馬単： 31，260，400円 ワイド： 39，380，500円
3連複： 81，194，300円 3連単： 112，339，100円 計： 398，243，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 1，010円 � 1，060円 枠 連（4－5） 1，040円

馬 連 �� 4，370円 馬 単 �� 6，510円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 2，170円 �� 26，790円

3 連 複 ��� 59，810円 3 連 単 ��� 178，600円

票 数

単勝票数 計 279088 的中 � 116878（1番人気）
複勝票数 計 331163 的中 � 108294（1番人気）� 5995（13番人気）� 5708（14番人気）
枠連票数 計 168136 的中 （4－5） 12450（4番人気）
馬連票数 計 562307 的中 �� 9972（13番人気）
馬単票数 計 312604 的中 �� 3596（21番人気）
ワイド票数 計 393805 的中 �� 7083（14番人気）�� 4691（21番人気）�� 369（107番人気）
3連複票数 計 811943 的中 ��� 1018（133番人気）
3連単票数 計1123391 的中 ��� 456（450番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．1―12．1―11．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．7―45．8―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ ィ ズ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2017．6．18 東京4着

2015．4．29生 牡3鹿 母 シルキーウィズ 母母 グレイスカップ 9戦2勝 賞金 23，141，000円
〔制裁〕 キングスキャット号の騎手宮崎北斗は，後検量について注意義務を怠り過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミラビリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月14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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ココロストライク号・フェールデュビアン号・ロンス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



11035 4月14日 曇 良 （30福島1）第3日 第11競走 ��
��1，150�ラ ジ オ 福 島 賞

発走15時20分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

ラジオ福島賞（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
1：06．9
1：06．9

良
良

714 ストロベリームーン 牝4青鹿55 吉田 隼人�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 440－ 41：08．7 4．6�
510� スーパーモリオン 牡4青鹿57 杉原 誠人林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 510－ 6 〃 クビ 5．3�
611 アッティーヴォ 牡4栗 57 中井 裕二奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 450＋101：08．91	 36．5�
815 シルバードリーム 牝5栃栗55 川又 賢治南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 472－ 2 〃 ハナ 20．8�
24 ブレイヴバローズ 牡4黒鹿57 柴山 雄一猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 474－ 41：09．21
 3．6�
12 ハトマークレディ 牝5鹿 55 藤懸 貴志山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 404－12 〃 アタマ 58．3	
713 ヤマニンシャンデル 牝6栗 55 西田雄一郎土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 462－ 4 〃 クビ 87．3

48 メイショウボノム 牡6鹿 57 藤田菜七子松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 484－ 2 〃 ハナ 33．2�
47 ポップシンガー 牝4鹿 55 津村 明秀村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 442－161：09．3クビ 11．0�
816 ト キ ワ 牝6鹿 55 丸田 恭介田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 上村 清志 470＋ 2 〃 同着 54．7
59 カフェライジング 牡6鹿 57 �島 克駿西川 恭子氏 松永 幹夫 新ひだか 三石橋本牧場 508＋ 81：09．4
 7．0�
11 カズマペッピーノ 牡4黒鹿57 秋山真一郎合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 496＋ 41：09．5
 6．5�
36 コマノレジェンド 牝4黒鹿55 黛 弘人長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 468± 01：10．24 73．2�
23 ミッキーオフィサー 牝5鹿 55 丸山 元気野田みづき氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 21：10．3
 92．0�
35 � チェリースプリング 牝4芦 55 木幡 巧也櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 大成牧場 438± 01：10．4 155．0�
612 エムオービーナス 牝4栗 55 木幡 初也大浅 貢氏 鹿戸 雄一 日高 門別牧場 472＋ 4 （競走中止） 133．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，971，000円 複勝： 63，206，000円 枠連： 37，868，600円
馬連： 142，733，500円 馬単： 58，786，900円 ワイド： 78，688，200円
3連複： 205，942，600円 3連単： 268，559，400円 計： 897，756，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 170円 � 820円 枠 連（5－7） 720円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 630円 �� 2，920円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 13，540円 3 連 単 ��� 52，420円

票 数

単勝票数 計 419710 的中 � 72067（2番人気）
複勝票数 計 632060 的中 � 88766（3番人気）� 115522（2番人気）� 14724（9番人気）
枠連票数 計 378686 的中 （5－7） 40611（2番人気）
馬連票数 計1427335 的中 �� 82536（4番人気）
馬単票数 計 587869 的中 �� 18059（5番人気）
ワイド票数 計 786882 的中 �� 34056（6番人気）�� 6689（26番人気）�� 8106（24番人気）
3連複票数 計2059426 的中 ��� 11402（38番人気）
3連単票数 計2685594 的中 ��� 3714（164番人気）

ハロンタイム 9．4―10．5―11．2―11．9―12．6―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―19．9―31．1―43．0―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロベリームーン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Dubai Destination デビュー 2016．11．13 京都8着

2014．3．25生 牝4青鹿 母 エヴァディングタンペット 母母 Late Summer 10戦3勝 賞金 35，464，000円
〔競走中止〕 エムオービーナス号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 クリノレオノール号・サルタート号・ショウナンカイドウ号・セイウンストリーム号・セングウ号・トブガゴトク号・

ヒカルランナー号・フジノパンサー号

11036 4月14日 曇 良 （30福島1）第3日 第12競走 ��
��2，000�

い い も り や ま

飯 盛 山 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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

11 キングパール 牡6黒鹿57 津村 明秀フジイ興産� 田中 博康 安平 ノーザンファーム 476－ 42：02．7 5．3�
66 ドリームソルジャー 牡4栗 57 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 478＋102：03．33� 2．7�

67 カ ラ ル 牡4黒鹿57 柴山 雄一 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 488－ 22：03．62 3．9�
44 プランスシャルマン 牡5栗 57 吉田 隼人村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 442－20 〃 クビ 9．2�
79 シャリオヴァルト 	5鹿 57 丸田 恭介前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－102：03．81� 8．2	
811 ウインミレーユ 牝5黒鹿55 荻野 琢真�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 452－ 4 〃 ハナ 22．2

55 レンジャックマン 牡4鹿 57 真島 大輔田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 444－ 62：03．9クビ 17．6�

（大井）

78 ウ ォ ー ブ ル 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 470－ 22：04．0� 14．1�
33 
 マ リ ネ リ ス 牝5鹿 55 山田 敬士今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 62：04．32 205．6
22 �
 ビジューブランシュ 牝4芦 55 菊沢 一樹広尾レース� 伊藤 正徳 米 Dapple

Bloodstock 454－ 42：04．61� 188．6�
810 ウインクリムゾン 牡4鹿 57 井上 敏樹�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 460± 02：05．02� 27．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，672，800円 複勝： 39，359，700円 枠連： 19，713，800円
馬連： 72，149，500円 馬単： 35，996，700円 ワイド： 42，793，200円
3連複： 93，777，900円 3連単： 152，664，300円 計： 488，127，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 120円 � 130円 枠 連（1－6） 470円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 320円 �� 400円 �� 220円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 5，650円

票 数

単勝票数 計 316728 的中 � 47066（3番人気）
複勝票数 計 393597 的中 � 50742（3番人気）� 104003（1番人気）� 73693（2番人気）
枠連票数 計 197138 的中 （1－6） 32085（1番人気）
馬連票数 計 721495 的中 �� 69257（2番人気）
馬単票数 計 359967 的中 �� 14683（6番人気）
ワイド票数 計 427932 的中 �� 33171（2番人気）�� 24739（4番人気）�� 55268（1番人気）
3連複票数 計 937779 的中 ��� 83008（1番人気）
3連単票数 計1526643 的中 ��� 19561（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―36．5―49．3―1：02．2―1：14．9―1：27．0―1：39．1―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングパール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．9．21 阪神8着

2012．3．3生 牡6黒鹿 母 ピンクパピヨン 母母 マリスターⅡ 10戦2勝 賞金 20，657，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 レンジャックマン号の騎手真島大輔は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出走取消馬 アバルラータ号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（30福島1）第3日 4月14日（土曜日） 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 184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

167，600，000円
2，590，000円
16，700，000円
1，660，000円
18，500，000円
71，446，000円
4，758，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
265，146，200円
363，064，100円
170，089，000円
564，925，800円
276，389，400円
379，026，000円
793，828，200円
1，019，950，900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 3，832，419，600円

総入場人員 8，994名 （有料入場人員 7，433名）
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