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11025 4月13日 晴 重 （31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）

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

48 ノボシュンシュン 牝3栗 54 荻野 極�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 456 ―1：09．7 47．5�
11 アカンダナパワー 牝3鹿 54 丸田 恭介聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 436－ 21：10．33� 23．4�
24 ヘリオシース 牝3芦 54

51 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 下屋敷牧場 402＋ 41：10．4クビ 29．6�
12 ジャングルキッド 牝3芦 54 吉田 隼人松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 470－ 61：10．5� 8．3�
816 シダクティブノンコ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子吉田 千津氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 464－ 61：10．6� 5．6	
815 プランタンヴェール 牝3鹿 54 中谷 雄太 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 506－ 2 〃 クビ 11．7

35 ピュアサクヤヒメ 牝3鹿 54 �島 克駿鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 458± 01：10．7� 74．1�
714 デルマアンバリッド 牝3鹿 54 村田 一誠浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 482－ 81：10．91 49．6�
47 シェルトファータ 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 森永 聡 424＋ 2 〃 ハナ 3．2
713 ワ イ オ リ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁ニッシンレーシング 安田 翔伍 新ひだか チャンピオンズファーム 460± 01：11．11� 40．9�
510 ミ ス プ ロ ト 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹福澤 真也氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 434± 01：11．52� 66．4�
23 ショウナンカンザシ 牝3黒鹿54 柴山 雄一国本 哲秀氏 大竹 正博 新冠 森永 聡 452＋ 21：11．6� 3．4�
36 ハコダテカーニバル 牝3鹿 54

52 △西村 淳也河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 474＋ 21：11．7� 14．3�
59 ラ レ ッ ト ル 牝3青 54 田中 勝春杉浦 和也氏 宗像 義忠 むかわ 市川牧場 440－101：12．12� 131．7�
611 カフェアリアドネ 牝3鹿 54

51 ▲大塚 海渡西川 恭子氏 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 446＋121：12．2クビ 44．5�
612 ロ ジ ェ ー ル 牝3黒鹿54 黛 弘人栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 474－ 11：14．1大差 197．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，326，100円 複勝： 27，724，900円 枠連： 9，938，500円
馬連： 32，898，100円 馬単： 16，631，000円 ワイド： 27，322，200円
3連複： 49，743，500円 3連単： 57，240，600円 計： 238，824，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，750円 複 勝 � 1，610円 � 750円 � 1，010円 枠 連（1－4） 1，040円

馬 連 �� 83，860円 馬 単 �� 207，880円

ワ イ ド �� 18，420円 �� 19，930円 �� 5，890円

3 連 複 ��� 289，200円 3 連 単 ��� 2，441，140円

票 数

単勝票数 計 173261 的中 � 2913（11番人気）
複勝票数 計 277249 的中 � 4449（12番人気）� 10118（7番人気）� 7274（8番人気）
枠連票数 計 99385 的中 （1－4） 7405（6番人気）
馬連票数 計 328981 的中 �� 304（83番人気）
馬単票数 計 166310 的中 �� 60（178番人気）
ワイド票数 計 273222 的中 �� 382（82番人気）�� 353（84番人気）�� 1204（44番人気）
3連複票数 計 497435 的中 ��� 129（290番人気）
3連単票数 計 572406 的中 ��� 17（2023番人気）

ハロンタイム 9．5―11．0―11．6―12．1―12．2―13．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．5―32．1―44．2―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノボシュンシュン �
�
父 ノボジャック �

�
母父 ゴールドアリュール 初出走

2016．3．14生 牝3栗 母 ノボプレシャス 母母 ノボサンシャイン 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 アカンダナパワー号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロジェール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月13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 サウスパッキオ号

11026 4月13日 晴 良 （31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）

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

612 エイトマイル 牡3芦 56
54 △西村 淳也 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 486± 01：10．3 1．6�
48 ペイシャドリーム 牝3鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 ラツキー牧場 454－ 6 〃 アタマ 55．9�
713 インディゴブルー 牝3黒鹿54 �島 克駿近藤 英子氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 410＋ 21：10．51� 5．3�
47 フレンチチェリー 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 458＋201：10．81� 18．5�
816 シンボリジョーク 牡3栗 56 宮崎 北斗シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 三石川上牧場 B480± 01：11．01� 19．1�
12 ウ ラ カ ン 牝3黒鹿54 荻野 極熊谷 貴之氏 田中 剛 様似 様似共栄牧場 430－ 81：11．1クビ 165．2	
510 ストレイトスタイル 牝3黒鹿 54

51 ▲岩田 望来廣崎利洋HD� 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 400－ 21：11．2� 76．2

11 ラディーチェ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子犬塚悠治郎氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 398＋ 21：11．52 7．5�
59 リンガスハット 牝3栗 54 柴山 雄一伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 442－ 61：11．71� 77．0�
611 ダンスナンバー 牝3栗 54 黛 弘人 スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 438± 01：11．8クビ 388．2�
23 マ メ シ ボ リ 牡3黒鹿56 杉原 誠人ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 412± 01：11．9� 24．0�
36 サツキミラクル 牝3鹿 54 横山 和生小野 博郷氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 B460＋ 81：12．21� 190．4�
35 チャキットコイキ 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 本間 忍 浦河 大西ファーム 392 ―1：12．41� 172．9�
815 ラブイズテーラー 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也中西 浩一氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 488 ―1：12．61� 57．3�
714 ゴールドプラネット 牝3黒鹿54 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 日高 いとう牧場 476－ 21：12．7� 13．1�
24 ゴーファービヨンド 牡3鹿 56 吉田 隼人前田 剛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田スタツド 466 ―1：13．44 46．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，042，100円 複勝： 61，169，700円 枠連： 9，422，400円
馬連： 27，923，600円 馬単： 17，973，300円 ワイド： 22，549，900円
3連複： 40，443，600円 3連単： 59，200，400円 計： 258，725，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 660円 � 140円 枠 連（4－6） 800円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 210円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 5，910円 3 連 単 ��� 21，190円

票 数

単勝票数 計 200421 的中 � 96795（1番人気）
複勝票数 計 611697 的中 � 430808（1番人気）� 5598（8番人気）� 51896（2番人気）
枠連票数 計 94224 的中 （4－6） 9070（3番人気）
馬連票数 計 279236 的中 �� 7161（8番人気）
馬単票数 計 179733 的中 �� 3428（12番人気）
ワイド票数 計 225499 的中 �� 4788（10番人気）�� 34167（1番人気）�� 1529（30番人気）
3連複票数 計 404436 的中 ��� 5124（17番人気）
3連単票数 計 592004 的中 ��� 2025（58番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．5―11．9―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．8―46．7―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 ・（2，13）（14，16）（7，12）8，9（3，10）－（1，6）－4，11－15，5 4 2，13（7，12，14，16）8（9，10）3－（1，6）11，4－15－5

勝馬の
紹 介

エイトマイル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Green Desert デビュー 2018．6．9 阪神6着

2016．5．28生 牡3芦 母 グリーンアイズⅡ 母母 Karlafsha 9戦1勝 賞金 10，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴーファービヨンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月13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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メソッド号
（非抽選馬） 4頭 タイセイチーフ号・チヨビッグシー号・トワイライトビギン号・ピンクブロッサム号

第１回 福島競馬 第３日



11027 4月13日 晴 重 （31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

611 フィルストバーン �3黒鹿 56
53 ▲斎藤 新�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B466－101：47．1 4．7�

23 ダノングリスター 牡3鹿 56 丸山 元気�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 クビ 2．1�
58 デンコウミシオン 牝3黒鹿54 城戸 義政田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 430－101：48．16 35．4�
11 ブルーノバローズ 牡3鹿 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 478＋ 6 〃 アタマ 12．0�
59 キタサンチャンドラ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太�大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 446－ 61：48．2クビ 4．8	
35 ジャコエマリックン 牡3栗 56 中谷 雄太晴間 芳次氏 高橋 義忠 新ひだか 前川 ミツ 454＋ 61：49．26 36．8

46 ローガンテソーロ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 広田牧場 512＋101：49．3クビ 78．8�

814 イワネコゴシキ 牡3青鹿 56
54 △西村 淳也丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 494－101：49．93� 22．0�

22 ホシフルドヒョウ 牡3黒鹿 56
55 ☆木幡 巧也芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 藤原牧場 488－ 61：50．32� 69．3

610 クロスザオーシャン 牡3鹿 56
53 ▲団野 大成玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 高松牧場 476－131：50．61� 403．4�

815 マーティンシャップ 牡3鹿 56
55 ☆森 裕太朗大戸 志浦氏 石坂 公一 新ひだか 高橋 修 528－121：50．7� 14．5�

712 ロードブルームーン �3鹿 56
55 ☆横山 武史 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム B442－101：51．01� 31．3�

713 グランエスタード 牡3鹿 56
53 ▲藤田菜七子星野 祐介氏 根本 康広 日高 前野牧場 432± 0 〃 クビ 21．1�

34 サ イ ゴ ド ン 牡3鹿 56
54 △菊沢 一樹田畑 富子氏 大根田裕之 浦河 笹島 政信 470－ 41：51．1クビ 177．3�

47 コウセイブレイヴ 牡3鹿 56 松田 大作杉安浩一郎氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 504－ 81：51．84 241．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，928，600円 複勝： 26，389，900円 枠連： 8，969，200円
馬連： 31，113，000円 馬単： 17，779，100円 ワイド： 24，448，300円
3連複： 43，741，300円 3連単： 55，337，700円 計： 228，707，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 120円 � 390円 枠 連（2－6） 620円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 380円 �� 2，410円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 18，960円

票 数

単勝票数 計 209286 的中 � 35480（2番人気）
複勝票数 計 263899 的中 � 33846（3番人気）� 80203（1番人気）� 11614（8番人気）
枠連票数 計 89692 的中 （2－6） 11157（2番人気）
馬連票数 計 311130 的中 �� 39259（2番人気）
馬単票数 計 177791 的中 �� 18001（1番人気）
ワイド票数 計 244483 的中 �� 18437（2番人気）�� 2410（27番人気）�� 5790（11番人気）
3連複票数 計 437413 的中 ��� 7015（13番人気）
3連単票数 計 553377 的中 ��� 2116（54番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．4―41．8―54．7―1：07．8―1：20．7―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィルストバーン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．11．10 東京10着

2016．2．19生 �3黒鹿 母 フレジェール 母母 スキーパラダイス 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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アレスグーテ号・スーペルゴラッソ号・セブンズゴールド号・バンクショット号・ボーダードライヴ号

11028 4月13日 晴 良 （31福島1）第3日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11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
1：57．3
1：56．1

良
良

48 ジャストマリッジ 牝3栗 54
52 △西村 淳也 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 新ひだか カタオカフアーム 424＋ 22：01．5 4．3�

510 シャムラマート 牝3黒鹿 54
53 ☆川又 賢治 �サンデーレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 440－102：01．81� 7．0�

24 アディクション 牝3芦 54
51 ▲大塚 海渡 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B452± 02：02．01 10．8�

11 アリスブルー 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 浦河 大北牧場 434－ 6 〃 クビ 7．6�

713 コ ル ネ ッ ト 牝3鹿 54 荻野 極 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 400＋ 42：02．21� 23．0	
611 クレーリッチェ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 402－ 8 〃 クビ 88．2


816 ス ト ラ ー ル 牝3鹿 54
51 ▲斎藤 新水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 446± 02：02．41 7．3�

35 ヒトヨノユメ 牝3黒鹿 54
51 ▲岩田 望来岡 浩二氏 吉村 圭司 新ひだか 前川 勝春 412＋ 42：02．61� 351．7�

612 フローズンナイト 牝3黒鹿54 丸山 元気ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 490－ 42：03．02� 3．3
12 キュートアクトレス 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 390－ 62：03．1クビ 133．6�
36 ウインドルチェ 牝3栗 54

53 ☆横山 武史�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 82：03．31� 41．1�
23 マイディスティニー 牝3鹿 54 西田雄一郎 �ローレルレーシング 武藤 善則 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 476－222：03．51� 137．0�
815 ヴァイオリンソナタ 牝3黒鹿54 中谷 雄太吉田 照哉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 462－ 42：04．88 70．6�
714 シンボリノワール 牝3青鹿54 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B458＋ 42：05．65 20．5�
47 マジックパフォーム 牝3鹿 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 松田牧場 448＋ 62：07．8大差 23．0�
59 ア ウ グ ス タ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太髙橋 貴士氏 杉山 晴紀 新ひだか 松田牧場 456 ―2：10．1大差 50．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，763，300円 複勝： 31，768，700円 枠連： 8，820，200円
馬連： 30，669，700円 馬単： 14，280，600円 ワイド： 27，189，000円
3連複： 46，228，600円 3連単： 51，073，400円 計： 231，793，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 190円 � 290円 枠 連（4－5） 1，070円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，120円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 5，230円 3 連 単 ��� 20，140円

票 数

単勝票数 計 217633 的中 � 40091（2番人気）
複勝票数 計 317687 的中 � 59039（1番人気）� 43010（3番人気）� 23641（6番人気）
枠連票数 計 88202 的中 （4－5） 6372（3番人気）
馬連票数 計 306697 的中 �� 17277（3番人気）
馬単票数 計 142806 的中 �� 4533（6番人気）
ワイド票数 計 271890 的中 �� 13347（4番人気）�� 6057（12番人気）�� 6188（11番人気）
3連複票数 計 462286 的中 ��� 6624（14番人気）
3連単票数 計 510734 的中 ��� 1838（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．0―34．2―46．4―59．1―1：11．8―1：24．3―1：37．2―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャストマリッジ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．3．23 中京2着

2016．4．6生 牝3栗 母 マリアージュシチー 母母 コンバットシチー 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 キュートアクトレス号の騎手山田敬士は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12番）

キュートアクトレス号の騎手山田敬士は，3コーナー通過後に外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マジックパフォーム号・アウグスタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月

13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 ハッピークラッカー号・ラヴィンジャー号



11029 4月13日 晴 良 （31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

714� トップソリスト 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Orpendale, Chel-
ston & Wynatt 450± 01：10．3 2．2�

11 ブラックミーティア 牡3黒鹿56 丸田 恭介高橋 文男氏 宗像 義忠 浦河 栄進牧場 438＋ 2 〃 クビ 8．9�
59 トミケンルーア 	3鹿 56 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 452＋ 2 〃 ハナ 14．8�
35 バカラクイーン 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子�三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 462± 01：10．62 3．0�
36 マダムハート 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士栗山 良子氏 武市 康男 日高 新井 昭二 408－ 41：11．23
 203．1	
713 メイショウユウバエ 牝3鹿 54

52 △西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 �川フアーム 494± 01：11．3クビ 20．4

510 グ ラ ミ ス 牝3芦 54

51 ▲岩田 望来佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 432－ 61：11．4
 89．4�
12 スカイノブランチ 牝3黒鹿54 松田 大作江 賦晨氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 416± 0 〃 クビ 14．7�
815 ヒリーズサン 牝3黒鹿 54

53 ☆川又 賢治山下 良子氏 的場 均 新ひだか 福岡 駿弥 424－26 〃 ハナ 261．9
47 エタニティマリー 牝3栗 54 丸山 元気村島 昭男氏 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 404＋ 21：11．5クビ 15．7�
24 ル ナ ー レ ス 牝3栗 54 杉原 誠人�日東牧場 萱野 浩二 浦河 日東牧場 458－ 4 〃 アタマ 26．6�
48 スキルドロイヤー 牝3鹿 54 荻野 極小菅 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B420－ 81：11．81� 146．9�
611� トロントテソーロ 牝3芦 54

53 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 斎藤 誠 米 Siena

Farms LLC 466－12 〃 クビ 42．4�
23 ジャストインタイム 牡3栗 56 吉田 隼人下河邉行信氏 伊藤 伸一 日高 坂 牧場 466－ 41：11．9
 97．5�
816 スマイルチャーマー 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗臼倉 勲氏 本間 忍 浦河 福田牧場 484－ 21：12．43 348．4�
612 マリノクリスタル 牝3鹿 54 的場 勇人�クラウン 的場 均 日高 クラウン日高牧場 420 ―1：12．61 138．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，385，100円 複勝： 26，747，100円 枠連： 10，550，600円
馬連： 35，794，700円 馬単： 21，192，300円 ワイド： 29，391，700円
3連複： 52，908，100円 3連単： 70，687，200円 計： 268，656，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 220円 � 340円 枠 連（1－7） 530円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 400円 �� 570円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 12，080円

票 数

単勝票数 計 213851 的中 � 77366（1番人気）
複勝票数 計 267471 的中 � 68580（2番人気）� 27833（3番人気）� 15747（5番人気）
枠連票数 計 105506 的中 （1－7） 15211（2番人気）
馬連票数 計 357947 的中 �� 32413（2番人気）
馬単票数 計 211923 的中 �� 11761（3番人気）
ワイド票数 計 293917 的中 �� 20078（2番人気）�� 13369（4番人気）�� 4689（15番人気）
3連複票数 計 529081 的中 ��� 12740（7番人気）
3連単票数 計 706872 的中 ��� 4239（28番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．5―11．9―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―34．8―46．7―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 ・（5，14）（1，9，10）（8，15）（6，2，11）（4，7，13）16，12，3 4 ・（5，14）（1，9）10－（6，2，15）8，11（4，7，13）－（12，16）3

勝馬の
紹 介

�トップソリスト �
�
父 War Front �

�
母父 Galileo デビュー 2018．10．21 京都2着

2016．3．5生 牝3鹿 母 Moth 母母 Pieds de Plume 8戦1勝 賞金 15，050，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トーセンバイオ号
（非抽選馬）11頭 キタサンテンビー号・グッドショット号・グラスベローナ号・サウンドカナロア号・シシリエンヌ号・

タッカーアリシア号・バルディッシュ号・バームブラック号・マロンクルール号・マーヴェラスロード号・
ランバート号

11030 4月13日 晴 良 （31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

24 クリノオウジャ 牡3鹿 56
55 ☆森 裕太朗栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B434－122：02．4 3．9�

35 トーセンオリンピア 牡3鹿 56
55 ☆横山 武史島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 488－ 22：02．5� 3．3�
47 サンデースクール 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440－ 82：03．03 11．8�

611 マイネルセリオン 牡3栗 56 荻野 極 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 石郷岡 雅樹 B442＋ 22：03．21� 4．9�

59 アーブルルージュ 牝3鹿 54
52 △菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田スタツド 446 ―2：03．62� 33．6	
714 バリエンテドンナ 牝3鹿 54 �島 克駿佐藤 理氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 494＋18 〃 クビ 18．1

11 ニシノコントラバス 牡3青鹿 56

54 △西村 淳也西山 茂行氏 橋口 慎介 新ひだか 筒井 征文 468＋ 2 〃 アタマ 18．0�
12 エクスポーネント 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 木村 秀則 426＋14 〃 ハナ 52．3�
510 コリンズクレスト 牡3栗 56 木幡 初也嶋田 賢氏 奥村 武 新ひだか 服部 牧場 464－ 62：03．91� 146．8
48 ラブイスキア 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大吉田 和美氏 小西 一男 新冠 小泉 学 494 ― 〃 ハナ 9．4�
815 サドキンザン 牝3鹿 54 小崎 綾也ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－202：04．21� 21．2�
23 カ メ チ ャ ン 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士内田 玄祥氏 星野 忍 千歳 社台ファーム 448＋ 22：04．3� 111．2�
713 マメールロア 牝3栗 54 伴 啓太 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 388－102：04．4� 15．2�
612 チェータシカ 牝3鹿 54 義 英真福原 晃氏 伊藤 伸一 様似 清水スタッド 430－122：04．61 367．1�
816 トウケイココノエ 牝3芦 54 岩崎 翼木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 518－ 22：06．210 243．1�
36 ロマンチックキス 牝3黒鹿 54

53 ☆川又 賢治 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 448－ 82：07．79 82．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，541，100円 複勝： 23，384，000円 枠連： 9，920，200円
馬連： 30，433，500円 馬単： 15，414，200円 ワイド： 21，816，100円
3連複： 44，656，400円 3連単： 49，184，200円 計： 213，349，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 140円 � 260円 枠 連（2－3） 420円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 300円 �� 730円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 8，680円

票 数

単勝票数 計 185411 的中 � 37678（2番人気）
複勝票数 計 233840 的中 � 44168（2番人気）� 47668（1番人気）� 18255（4番人気）
枠連票数 計 99202 的中 （2－3） 18120（1番人気）
馬連票数 計 304335 的中 �� 46434（1番人気）
馬単票数 計 154142 的中 �� 11141（2番人気）
ワイド票数 計 218161 的中 �� 20733（1番人気）�� 7187（4番人気）�� 6229（7番人気）
3連複票数 計 446564 的中 ��� 14435（3番人気）
3連単票数 計 491842 的中 ��� 4108（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―35．6―48．5―1：01．6―1：14．5―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4F47．9―3F35．9
1
3
16（14，15）4（3，5）（1，11）2，10－13，8，7－6，9，12・（16，14，15）5（4，7）11（3，2）1，13（8，10，12）9，6

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

勝馬の
紹 介

クリノオウジャ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．12．2 阪神6着

2016．4．21生 牡3鹿 母 ブルーボックスボウ 母母 ブルーバタフライ 5戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロマンチックキス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年6月13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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グランジェット号・フェータルイヴ号・ラズライトノヴァ号
（非抽選馬） 3頭 イントゥアドリーム号・リリーエンデヴァー号・ルイジアナママ号



11031 4月13日 晴 重 （31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

815 スカイソング 牝5芦 55 勝浦 正樹西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター 466＋ 21：46．3 24．1�

23 � レンブランサ 牝4栗 55
54 ☆川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 438± 01：46．72� 3．5�

814 シネマソングス 牝4黒鹿55 丸山 元気 �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社
吉田ファーム 416－141：47．02 4．5�

58 ポルカシュネル 牝4鹿 55
52 ▲藤田菜七子 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 474－ 41：48．27 4．1�

35 エバーパッション 牝6青鹿 55
53 △菊沢 一樹宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 450－ 41：48．62� 82．9	

46 ラ ヴ ノ ッ ト 牝4鹿 55
52 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 大北牧場 482± 01：48．7クビ 116．5

59 フジノシャイン 牝4鹿 55 丸田 恭介遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 472± 01：49．12� 41．7�
611 トラストマヴィア 牝6黒鹿55 長岡 禎仁菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 488－ 2 〃 クビ 30．2�
11 クリノヴィクトリア 牝5栗 55

52 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 440＋ 41：49．41� 6．3
34 � ヒ ス イ 牝5鹿 55 杉原 誠人清水 敏氏 加藤士津八 新冠 有限会社 大

作ステーブル B494＋ 21：49．61 76．9�
610 ビップベリンダ 牝4黒鹿55 	島 克駿鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 504＋ 61：49．81
 22．4�
47 � ラ フ ァ ー ガ 牝7青鹿55 丹内 祐次岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 478－ 3 〃 アタマ 127．7�
22 リオファンク 牝5鹿 55

54 ☆木幡 巧也阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 堤 牧場 478－ 11：50．33 197．9�
713 ミコジェンヌ 牝4栗 55 横山 和生古賀 慎一氏 稲垣 幸雄 浦河 松栄牧場 442＋ 21：50．51
 284．2�
712 デイジーブリランテ 牝4黒鹿 55

53 △西村 淳也�三嶋牧場 	島 一歩 浦河 三嶋牧場 456－121：53．0大差 6．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，295，700円 複勝： 24，776，700円 枠連： 9，105，000円
馬連： 31，509，200円 馬単： 17，151，200円 ワイド： 24，172，800円
3連複： 44，650，600円 3連単： 57，086，400円 計： 227，747，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，410円 複 勝 � 500円 � 140円 � 200円 枠 連（2－8） 830円

馬 連 �� 5，800円 馬 単 �� 12，910円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 1，580円 �� 440円

3 連 複 ��� 7，410円 3 連 単 ��� 83，950円

票 数

単勝票数 計 192957 的中 � 6385（7番人気）
複勝票数 計 247767 的中 � 9258（7番人気）� 58655（1番人気）� 32437（4番人気）
枠連票数 計 91050 的中 （2－8） 8487（3番人気）
馬連票数 計 315092 的中 �� 4206（16番人気）
馬単票数 計 171512 的中 �� 996（39番人気）
ワイド票数 計 241728 的中 �� 3817（16番人気）�� 3748（17番人気）�� 15263（4番人気）
3連複票数 計 446506 的中 ��� 4518（21番人気）
3連単票数 計 570864 的中 ��� 493（240番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．5―12．4―13．7―12．8―12．4―12．8―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．4―41．8―55．5―1：08．3―1：20．7―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．0
1
3

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

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

スカイソング �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 One Cool Cat デビュー 2017．1．29 東京5着

2014．5．2生 牝5芦 母 ベコニングキャット 母母 Galapagar 18戦2勝 賞金 18，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デイジーブリランテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月13日まで平地

競走に出走できない。

11032 4月13日 晴 良 （31福島1）第3日 第8競走 ��1，800�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
1：45．3
1：43．9

良
良

12 ステイキングダム 牡6鹿 57 吉田 隼人 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 430＋ 41：49．2 7．7�
816 ルナーランダー 牡6栗 57

55 △西村 淳也ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510＋ 2 〃 ハナ 4．5�

11 プリンセスルーラー 牝5黒鹿55 義 英真大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 474± 01：49．3� 2．8�
815� コペルニクス 牡5黒鹿 57

56 ☆横山 武史近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：49．4クビ 17．9�
48 ウインオルビット 牡4鹿 57 丹内 祐次�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B490± 0 〃 クビ 21．5	
714� ソールライト 牡4芦 57

54 ▲岩田 望来畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 488＋ 41：49．82	 7．8

23 オーデットエール 
4鹿 57 松田 大作中村 昭博氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 480－ 2 〃 クビ 8．3�
59 � ギ ャ ツ ビ ー 牡6栗 57 丸山 元気 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 452－ 61：49．9クビ 15．9�
36 イ ル ル ー メ 牡4黒鹿57 横山 和生西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド B484－ 21：50．0	 47．6
35 ルックアットミー 牝5鹿 55 伴 啓太髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 484－ 21：50．21	 79．4�
510 ブラックイメル 牝4黒鹿55 荻野 極ケーエスHD 小野 次郎 新ひだか 木田牧場 476± 01：50．3クビ 155．0�
611� クィーンビー 牝6鹿 55

52 ▲木幡 育也�和田牧場 田中 清隆 新冠 対馬 正 488＋161：50．51� 44．2�
612� ベルウッドヘルタ 牡4鹿 57 菱田 裕二鈴木 照雄氏 高橋 文雅 浦河 中脇 満 500－17 〃 アタマ 61．8�
24 アトムアストレア 牝4鹿 55

52 ▲大塚 海渡永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 460＋ 41：50．71� 162．8�
713 アピールバイオ 牝5鹿 55

54 ☆木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 456－ 41：51．02 24．9�
47 サイレントアスカ 牝5鹿 55 小崎 綾也髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 470－121：51．74 70．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，889，600円 複勝： 28，627，600円 枠連： 12，646，600円
馬連： 33，038，100円 馬単： 17，489，500円 ワイド： 27，520，700円
3連複： 51，219，300円 3連単： 60，333，900円 計： 250，765，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 200円 � 190円 � 120円 枠 連（1－8） 540円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 5，610円

ワ イ ド �� 820円 �� 430円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 17，790円

票 数

単勝票数 計 198896 的中 � 20558（3番人気）
複勝票数 計 286276 的中 � 29101（4番人気）� 33047（3番人気）� 85559（1番人気）
枠連票数 計 126466 的中 （1－8） 17899（1番人気）
馬連票数 計 330381 的中 �� 9900（7番人気）
馬単票数 計 174895 的中 �� 2338（18番人気）
ワイド票数 計 275207 的中 �� 8068（8番人気）�� 16856（1番人気）�� 16635（2番人気）
3連複票数 計 512193 的中 ��� 17763（2番人気）
3連単票数 計 603339 的中 ��� 2458（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．3―49．1―1：01．0―1：12．3―1：24．3―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ステイキングダム �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Alzao デビュー 2015．12．20 阪神2着

2013．4．7生 牡6鹿 母 ルヴァーガール 母母 Girl of My Dreams 26戦3勝 賞金 36，885，000円



11033 4月13日 晴 重 （31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

58 メンターモード 牡5鹿 57 中谷 雄太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B498＋ 81：45．9 9．8�
713 トミケンエンデレア 牡4鹿 57

56 ☆横山 武史冨樫 賢二氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 502＋ 21：46．85 6．0�
610 グランセノーテ 牡6栗 57

55 △西村 淳也安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 524－101：47．01� 2．9�
34 � シンアンドケン 牡4鹿 57 岩崎 翼 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 482－ 61：47．2	 92．7�
47 ハイエストクイーン 牝4黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 470－ 8 〃 アタマ 23．4�
611 フラッグアドミラル 牡5黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 476＋ 41：47．41� 17．8	
23 ラスティユース 牡4栗 57 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 484＋ 2 〃 クビ 6．5

11 ファントムメナス 牡4黒鹿 57

54 ▲斎藤 新 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石栗 龍彦 日高 広富牧場 526－ 41：47．5クビ 58．6�

815 トモノコテツ 牡4鹿 57
56 ☆加藤 祥太共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 474＋121：48．03 40．3

46 � フォルミダーブル 
4栗 57 大庭 和弥井手 慶祐氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 496－121：48．1クビ 225．8�
814 エイカイキング 牡4栗 57

54 ▲岩田 望来二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 480± 01：48．2� 5．7�
22 リアルモンテ 牡4鹿 57 宮崎 北斗伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 474＋ 21：48．3� 132．9�
712 ギャラントグリフ 
6黒鹿57 黛 弘人岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 日高 鹿戸 正幸 508－ 41：49．910 76．7�
35 シンコーマーチャン 牡5鹿 57 丸山 元気豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 B492＋ 21：51．49 6．7�

（14頭）
59 アドバンスマルス 牡4鹿 57 柴山 雄一広尾レース� 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 500± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，717，200円 複勝： 23，801，300円 枠連： 11，069，500円
馬連： 25，910，100円 馬単： 12，613，700円 ワイド： 19，053，200円
3連複： 29，636，300円 3連単： 40，137，100円 計： 180，938，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 200円 � 170円 � 130円 枠 連（5－7） 1，250円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 7，820円

ワ イ ド �� 890円 �� 470円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 26，470円

票 数

単勝票数 差引計 187172（返還計 45509） 的中 � 15209（6番人気）
複勝票数 差引計 238013（返還計 64882） 的中 � 25523（4番人気）� 33066（3番人気）� 60783（1番人気）
枠連票数 差引計 110695（返還計 4735） 的中 （5－7） 6851（6番人気）
馬連票数 差引計 259101（返還計142454） 的中 �� 6501（12番人気）
馬単票数 差引計 126137（返還計 67801） 的中 �� 1209（33番人気）
ワイド票数 差引計 190532（返還計106434） 的中 �� 5089（12番人気）�� 10497（6番人気）�� 13376（2番人気）
3連複票数 差引計 296363（返還計267249） 的中 ��� 8669（6番人気）
3連単票数 差引計 401371（返還計357600） 的中 ��� 1099（84番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．3―12．4―12．2―12．3―12．7―13．0―14．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．2―41．6―53．8―1：06．1―1：18．8―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メンターモード �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．1．28 京都4着

2014．3．24生 牡5鹿 母 プロヴィナージュ 母母 ボーンスター 20戦3勝 賞金 30，800，000円
〔競走除外〕 アドバンスマルス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し，疾病〔両前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走

時刻8分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アドバンスマルス号は，平成31年4月14日から平成31年5月13日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔その他〕 シンコーマーチャン号は，向正面で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ウインドオブホープ号

11034 4月13日 晴 良 （31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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

610 ショウナンタイガ 牡3鹿 56 柴山 雄一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 472－ 41：09．2 6．4�
815 マイネルアルケミー 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 472＋10 〃 クビ 4．4�
712 タマモメイトウ 牡3黒鹿56 吉田 隼人タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 478－ 2 〃 クビ 6．7�
23 ウインスピリタス 牡3鹿 56 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新ひだか 神垣 道弘 470－121：09．51� 6．2�
713 アイルチャーム 牝3栗 54 西村 淳也 �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 454＋ 21：09．6クビ 59．3�
814 カステヘルミ 牝3黒鹿54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 424－ 41：09．81� 13．7	
46 タガノジェロディ 牡3栗 56 	島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 460－ 6 〃 クビ 23．8

47 ニシノドレッシー 牝3鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 日高 日西牧場 430± 01：09．9� 12．7�
58 イチゴミルフィーユ 牝3鹿 54 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 浦河 林 孝輝 452＋ 2 〃 ハナ 7．2�
35 ナランフレグ 牡3栗 56 山田 敬士西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 456－ 81：10．21� 11．4
611 ナタラディーヴァ 牝3黒鹿54 荻野 極加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 436－ 21：10．3� 18．5�
22 エンパイアシュアー 牡3鹿 56 田中 勝春�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 448－121：10．51 84．1�
59 ヤマチョウヴォイス 牡3黒鹿56 横山 武史長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 436－ 81：10．81� 21．2�
34 
 エムオールビー 牝3青鹿54 伴 啓太大浅 貢氏 尾形 和幸 安平 �橋本牧場 398＋121：11．33 222．3�
11 スカイズザリミット 牝3栗 54 木幡 育也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 見上牧場 444± 01：12．15 76．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，401，600円 複勝： 43，173，500円 枠連： 17，428，100円
馬連： 64，116，000円 馬単： 27，679，000円 ワイド： 44，973，800円
3連複： 94，111，400円 3連単： 110，973，800円 計： 432，857，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 200円 � 150円 � 190円 枠 連（6－8） 730円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 510円 �� 700円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 13，060円

票 数

単勝票数 計 304016 的中 � 37520（3番人気）
複勝票数 計 431735 的中 � 50657（3番人気）� 88066（1番人気）� 55474（2番人気）
枠連票数 計 174281 的中 （6－8） 18386（1番人気）
馬連票数 計 641160 的中 �� 33308（2番人気）
馬単票数 計 276790 的中 �� 7161（3番人気）
ワイド票数 計 449738 的中 �� 22785（1番人気）�� 15965（4番人気）�� 21444（2番人気）
3連複票数 計 941114 的中 ��� 26877（1番人気）
3連単票数 計1109738 的中 ��� 6156（3番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．0―11．9―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．3―45．2―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンタイガ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．12．2 阪神7着

2016．1．19生 牡3鹿 母 チェリーフォレスト 母母 フォレストゾーン 7戦2勝 賞金 21，634，000円
※出走取消馬 グラウシュトラール号（疾病〔右後肢跛行〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エイカイキャロル号・ブルベアオーロ号・モズベイビー号
（非抽選馬） 1頭 ラスティングライ号



11035 4月13日 晴 重 （31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

713 ヒ ザ ク リ ゲ 牝4栗 55 吉田 隼人手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 日高 出口牧場 438＋ 81：07．9 17．6�
23 � ゼットマックイーン 牡6鹿 57 木幡 巧也�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 456－101：08．32	 114．9�
611 ガ ウ ル 牡4鹿 57 川又 賢治吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 488－ 2 〃 ハナ 36．7�
59 ブレイヴバローズ 牡5黒鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 480－ 61：08．4クビ 7．4�
48 クインズマラクータ 牡5栗 57 西村 淳也亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 B520－ 41：08．5
 3．9�
612 アッティーヴォ 牡5栗 57 中谷 雄太奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 440－121：08．6クビ 19．4	
815� ハ イ ブ ロ グ 牡5鹿 57 田中 勝春服部 新平氏 森 秀行 浦河 �川フアーム 544± 01：08．7
 61．2

11 スズカグラーテ 牝5黒鹿55 横山 武史永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 458－ 4 〃 クビ 6．2�
12 � ジャスパーウィン 牡4栗 57 勝浦 正樹加藤 和夫氏 森 秀行 米 Spendthrift

Farm LLC 482－121：08．8	 4．4�
714 アメイズミー 牡5鹿 57 丸田 恭介G1レーシング 加藤士津八 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 0 〃 クビ 18．0�
816 バルコラベーロ 牡5栗 57 小崎 綾也 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472－10 〃 アタマ 44．2�
510� マッジョネラ 5黒鹿57 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 日高 北田 剛 504－121：09．22 24．1�
35 リ ガ ス 牡5芦 57 柴山 雄一 カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 510－101：09．3	 9．7�
47 � レ イ デ マ ー 牡4黒鹿57 山田 敬士戸佐 眞弓氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 496－ 21：09．72	 25．9�
36 グ ラ ス レ オ 牡4黒鹿57 丹内 祐次半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 500＋ 21：11．7大差 34．2�
24 パワフルヒロコ 牝5黒鹿55 荻野 極三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 438－181：11．91� 39．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，440，000円 複勝： 64，291，500円 枠連： 41，849，400円
馬連： 148，835，700円 馬単： 59，481，500円 ワイド： 92，103，200円
3連複： 240，296，500円 3連単： 269，403，400円 計： 961，701，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 540円 � 2，550円 � 1，080円 枠 連（2－7） 7，820円

馬 連 �� 90，460円 馬 単 �� 164，610円

ワ イ ド �� 19，460円 �� 4，840円 �� 26，780円

3 連 複 ��� 522，380円 3 連 単 ��� 3，367，540円

票 数

単勝票数 計 454400 的中 � 20641（6番人気）
複勝票数 計 642915 的中 � 33414（7番人気）� 6338（16番人気）� 15528（13番人気）
枠連票数 計 418494 的中 （2－7） 4144（24番人気）
馬連票数 計1488357 的中 �� 1275（113番人気）
馬単票数 計 594815 的中 �� 271（229番人気）
ワイド票数 計 921032 的中 �� 1218（111番人気）�� 4953（55番人気）�� 884（116番人気）
3連複票数 計2402965 的中 ��� 345（521番人気）
3連単票数 計2694034 的中 ��� 58（3042番人気）

ハロンタイム 9．4―10．7―11．0―11．9―12．3―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．1―31．1―43．0―55．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ ザ ク リ ゲ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．1．13 中山4着

2015．4．1生 牝4栗 母 イ フ リ ー タ 母母 サンバデリオ 9戦3勝 賞金 34，014，000円
〔その他〕 グラスレオ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 グラスレオ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年5月13日まで出走できない。
※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） 1頭 クリノシャンボール号
（非抽選馬） 6頭 キョウエイスコール号・ダイワスキャンプ号・トロピカルスパート号・ナムラアッパレ号・ロングベスト号・

ワンダープラヤアン号

11036 4月13日 晴 良 （31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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

67 ヴァンベールシチー 牡5栗 57 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 426＋ 41：59．9 16．7�
55 サ ン シ ロ ウ 牡5鹿 57 勝浦 正樹合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B488－22 〃 ハナ 7．2�
56 コスモレリア 牡4栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 22：00．53� 8．0�
33 ミッキーバード 牡4鹿 57 柴山 雄一野田みづき氏 尾関 知人 洞	湖 レイクヴィラファーム 522－ 82：00．92� 3．0�
44 ウインクリムゾン 牡5鹿 57 横山 武史�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 460－ 62：01．0� 34．0	
68 レーガノミクス 牡4鹿 57 中谷 雄太�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 518± 02：01．53 4．1

710 ジェードグリーン 
5鹿 57 丸山 元気 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 464－ 22：01．71� 5．0�
79 タイプムーン 牝4黒鹿55 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 454－122：01．8� 89．1�
22 ドルフィンマーク 
6黒鹿57 �島 克駿大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B498－142：01．9クビ 59．7
811 シェアザモーメント 牡5鹿 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 474－ 42：02．21� 17．8�
812 ウェディングベール 牝4芦 55 西村 淳也岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 442－102：02．94 26．6�
11  ラントカルテ 牡4鹿 57 田中 勝春�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B446＋ 22：11．5大差 99．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 37，164，600円 複勝： 44，997，600円 枠連： 18，684，300円
馬連： 70，461，200円 馬単： 33，502，000円 ワイド： 49，167，200円
3連複： 98，091，600円 3連単： 142，706，900円 計： 494，775，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 410円 � 260円 � 240円 枠 連（5－6） 740円

馬 連 �� 4，470円 馬 単 �� 10，430円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 1，770円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 10，530円 3 連 単 ��� 72，750円

票 数

単勝票数 計 371646 的中 � 17762（6番人気）
複勝票数 計 449976 的中 � 25583（6番人気）� 46556（5番人気）� 51748（4番人気）
枠連票数 計 186843 的中 （5－6） 19468（3番人気）
馬連票数 計 704612 的中 �� 12199（16番人気）
馬単票数 計 335020 的中 �� 2409（37番人気）
ワイド票数 計 491672 的中 �� 8863（17番人気）�� 7042（23番人気）�� 12435（11番人気）
3連複票数 計 980916 的中 ��� 6982（37番人気）
3連単票数 計1427069 的中 ��� 1422（227番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．2―12．6―12．7―12．3―11．6―12．1―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．3―34．5―47．1―59．8―1：12．1―1：23．7―1：35．8―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァンベールシチー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．5．7 東京1着

2014．4．23生 牡5栗 母 ケープタウンシチー 母母 キンバリーシチー 16戦2勝 賞金 23，689，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラントカルテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月13日まで平地競走

に出走できない。

追 加 記 事（第 1回福島競馬第 1日第 2競走）
〔その他〕　　ネブローザ号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕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。



（31福島1）第3日 4月13日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 183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
18，340，000円
1，640，000円
18，500，000円
73，343，500円
4，758，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
290，895，000円
426，852，500円
168，404，000円
562，702，900円
271，187，400円
409，708，100円
835，727，200円
1，023，365，000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 3，988，842，100円

総入場人員 9，029名 （有料入場人員 7，625名）
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