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11001 4月6日 曇 良 （25福島1）第1日 第1競走 ��1，000�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
58．0
57．1

重
稍重

812 マ ン リ ー 牡3鹿 56 大野 拓弥古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 504＋ 21：00．3 2．6�
710 グランデミルク 牝3黒鹿54 的場 勇人 �グランデオーナーズ 的場 均 新ひだか 鳥谷 勝彦 478＋ 6 〃 ハナ 46．3�
811 デルマキタロウ 牡3鹿 56 村田 一誠浅沼 廣幸氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 478＋ 81：00．51 57．6�
33 タオルチャン 牝3栗 54

51 ▲横山 和生加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 岡本牧場 422－ 21：01．13� 7．2�
55 アイボリーベージュ 牝3栗 54 中舘 英二名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 若林牧場 460－121：01．31� 61．4�
22 クラウンビュレット 牡3鹿 56 中谷 雄太矢野 悦三氏 小野 次郎 新ひだか 松田牧場 484－ 41：01．51� 3．5	
79 ユ リ シ ー ズ 牡3鹿 56

53 ▲原田 敬伍
髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 482－ 61：01．6クビ 14．7�
67 マプティット 牝3鹿 54 宮崎 北斗 
キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 422± 01：01．81 4．6�
44 ウエスタンゲート 牡3鹿 56 丸田 恭介西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 452－181：01．9� 16．8
11 トーセンベイビー 牝3青 54 丹内 祐次島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ

スティファーム 430－ 41：02．22 131．8�
68 ニイタカヤマ 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太矢野喜代春氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 440 ― 〃 ハナ 38．4�
56 カメンマキアート 牝3鹿 54

52 △中井 裕二正岡 賢氏 高柳 瑞樹 新ひだか 飛野牧場 420 ―1：03．05 113．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 11，032，600円 複勝： 26，252，800円 枠連： 5，691，400円
馬連： 20，669，400円 馬単： 16，835，300円 ワイド： 11，795，200円
3連複： 31，766，000円 3連単： 58，098，100円 計： 182，140，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 1，310円 � 1，390円 枠 連（7－8） 910円

馬 連 �� 5，720円 馬 単 �� 9，450円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 1，730円 �� 17，800円

3 連 複 ��� 52，450円 3 連 単 ��� 208，140円

票 数

単勝票数 計 110326 的中 � 34121（1番人気）
複勝票数 計 262528 的中 � 113255（1番人気）� 3219（8番人気）� 3026（10番人気）
枠連票数 計 56914 的中 （7－8） 4621（4番人気）
馬連票数 計 206694 的中 �� 2670（15番人気）
馬単票数 計 168353 的中 �� 1316（24番人気）
ワイド票数 計 117952 的中 �� 1574（16番人気）�� 1710（13番人気）�� 159（55番人気）
3連複票数 計 317660 的中 ��� 447（74番人気）
3連単票数 計 580981 的中 ��� 206（325番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．9―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．2―35．1―47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F37．1
3 ・（10，11）12（9，5，4）3（2，7）－8，1，6 4 ・（10，11）12（9，5，4）（3，2）－7，8，1－6

勝馬の
紹 介

マ ン リ ー �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 オ ー ス デビュー 2012．12．16 中山12着

2010．4．1生 牡3鹿 母 ウィンブルーム 母母 ミスカスウェル 6戦1勝 賞金 9，050，000円

11002 4月6日 曇 良 （25福島1）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （芝・右）

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

中央レコード
1：45．3
1：44．1

良
良

816 グッバイタキオン 牝3黒鹿 54
52 △中井 裕二杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B456－ 41：49．4 4．9�

11 メロディフェア 牝3青鹿 54
51 ▲伴 啓太星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 436 ―1：49．61 129．3�

48 イメージガール 牝3黒鹿54 津村 明秀飯田 政子氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 448－ 41：49．81� 39．8�
713 メイショウハッピー 牝3鹿 54 藤岡 康太松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 498 ―1：49．9� 8．5�
510 ビットビエント 牝3鹿 54 柴山 雄一馬場 祥晃氏 今野 貞一 新冠 パカパカ

ファーム 444± 01：50．0� 3．8�
35 マイネグラディウス 牝3黒鹿54 黛 弘人 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 日高 戸川牧場 400＋101：50．21� 53．2

47 サニーロック 牝3黒鹿54 勝浦 正樹宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 460 ― 〃 ハナ 33．1�
59 ヤマニンアドーレ 牝3芦 54 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 420－ 41：50．3クビ 6．3�
12 レ イ ナ 牝3栗 54 丸田 恭介石川 秀守氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 414－ 41：50．51� 21．7
23 レリックマイヤー 牝3鹿 54 大庭 和弥水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 456± 0 〃 クビ 5．2�
24 スノードロップ 牝3芦 54 丹内 祐次山口 敦広氏 浅野洋一郎 新ひだか 藤沢牧場 446－121：50．6クビ 37．4�
815 タイセイゴディス 牝3鹿 54 木幡 初広田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 448－101：50．7� 8．6�
611 クレバームレイニー 牝3青鹿54 大野 拓弥�岡崎牧場 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 470 ―1：50．8� 32．5�
36 キョウエイラーク 牝3鹿 54 平野 優田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 山口 義彦 426－201：51．97 85．8�
714 ケージーアメジスト 牝3鹿 54 上野 翔川井 五郎氏 伊藤 大士 新冠 イワミ牧場 436 ―1：52．43 232．0�
612 オ ー レ リ ー 牝3鹿 54 宮崎 北斗�ターフ・スポート新開 幸一 浦河 大北牧場 426 ―1：52．5クビ 209．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 10，510，500円 複勝： 18，831，100円 枠連： 8，218，800円
馬連： 20，090，300円 馬単： 13，203，900円 ワイド： 10，674，500円
3連複： 27，792，200円 3連単： 40，145，200円 計： 149，466，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 230円 � 3，390円 � 1，000円 枠 連（1－8） 4，160円

馬 連 �� 34，170円 馬 単 �� 65，400円

ワ イ ド �� 9，520円 �� 3，160円 �� 32，950円

3 連 複 ��� 330，820円 3 連 単 ��� 1，481，360円

票 数

単勝票数 計 105105 的中 � 17165（2番人気）
複勝票数 計 188311 的中 � 27104（3番人気）� 1249（13番人気）� 4493（9番人気）
枠連票数 計 82188 的中 （1－8） 1461（15番人気）
馬連票数 計 200903 的中 �� 434（63番人気）
馬単票数 計 132039 的中 �� 149（119番人気）
ワイド票数 計 106745 的中 �� 275（62番人気）�� 844（30番人気）�� 79（103番人気）
3連複票数 計 277922 的中 ��� 62（310番人気）
3連単票数 計 401452 的中 ��� 20（1685番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．8―13．0―12．3―11．7―11．6―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．8―49．8―1：02．1―1：13．8―1：25．4―1：36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グッバイタキオン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Gone West デビュー 2012．10．6 京都6着

2010．3．17生 牝3黒鹿 母 デスピュートロマン 母母 Troubling 6戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 サニーロック号の騎手勝浦正樹は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※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。
（非抽選馬） 4頭 アポロダイヤモンド号・ウエスタンレベッカ号・セラミックアート号・ダイワフレーム号

第１回 福島競馬 第１日



11003 4月6日 曇 良 （25福島1）第1日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

23 リアルエンブレム 牡3鹿 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 久保田貴士 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 514± 01：48．6 18．3�

59 セルリアンサーロス 牡3栗 56 鮫島 良太�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 494－121：49．34 25．1�
34 ナムライチバンボシ 牡3鹿 56

54 △中井 裕二奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 482－ 41：49．51� 5．3�
611 ペリドットムーン 牡3鹿 56 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－161：49．71 33．6�
610 ワイドマンボ 牡3鹿 56 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 494＋ 4 〃 クビ 1．7�
58 バ ン ク シ ー 牡3鹿 56 大野 拓弥渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 466－ 6 〃 ハナ 10．8	
815 グリコーゲン 牡3黒鹿56 荻野 琢真青芝商事
 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 450－ 21：50．76 87．7�
46 ミラクレスト 牡3青鹿56 高倉 稜 �サンデーレーシング 岡田 稲男 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 496－ 41：50．91� 21．6�
22 ベールグリーン 牡3黒鹿56 田中 博康斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 474－ 21：51．32� 114．8
11 イオンドライブ 牡3鹿 56 丸田 恭介 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム B444－ 61：51．72� 8．7�
35 フユミチャン 牝3栗 54 村田 一誠福島 徳佑氏 田中 剛 新冠 須崎牧場 448 ―1：51．8� 106．7�
47 ミスズブライアンズ 牡3栗 56 松田 大作永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 454－ 81：51．9クビ 49．9�
814 ケイアイレーヴェ 牡3青鹿56 田中 健亀田 和弘氏 白井 寿昭 新ひだか 平野牧場 462－101：52．0� 28．2�
713 サチノコンゴウリキ 牡3鹿 56 木幡 初広佐藤 幸彦氏 石毛 善彦 浦河 中村 雅明 494 ―1：52．32 77．9�
712 プライベイトポスト 牡3栗 56 黛 弘人鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 新ひだか 福岡 清 450＋ 21：53．57 133．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，330，400円 複勝： 25，804，000円 枠連： 6，335，900円
馬連： 20，469，800円 馬単： 17，065，300円 ワイド： 12，879，600円
3連複： 29，660，100円 3連単： 48，629，800円 計： 175，174，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 500円 � 650円 � 190円 枠 連（2－5） 4，060円

馬 連 �� 19，700円 馬 単 �� 33，590円

ワ イ ド �� 5，300円 �� 1，370円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 23，120円 3 連 単 ��� 164，630円

票 数

単勝票数 計 143304 的中 � 6201（5番人気）
複勝票数 計 258040 的中 � 12022（5番人気）� 8998（7番人気）� 47179（2番人気）
枠連票数 計 63359 的中 （2－5） 1153（15番人気）
馬連票数 計 204698 的中 �� 767（40番人気）
馬単票数 計 170653 的中 �� 375（75番人気）
ワイド票数 計 128796 的中 �� 582（38番人気）�� 2359（12番人気）�� 2372（11番人気）
3連複票数 計 296601 的中 ��� 947（64番人気）
3連単票数 計 486298 的中 ��� 218（396番人気）

ハロンタイム 7．1―11．7―12．4―13．8―12．8―12．2―12．7―12．9―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．8―31．2―45．0―57．8―1：10．0―1：22．7―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リアルエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．23 中山4着

2010．4．1生 牡3鹿 母 サルヴァドール 母母 カ リ テ ィ バ 3戦1勝 賞金 6，100，000円

11004 4月6日 曇 良 （25福島1）第1日 第4競走 ��
��2，600�サラブレッド系3歳

発走11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
2：37．3
2：37．3

良
良

11 トレードウィンド 牡3鹿 56 松田 大作 H.R.H．プリンセス・ハヤ 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510＋ 22：43．0 47．5�

816 スノーストーム 牡3栗 56 津村 明秀 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 476± 02：43．21� 33．6�
612 エーシンヴィガー 牡3鹿 56 藤岡 康太�栄進堂 高野 友和 浦河 小柳牧場 468－ 4 〃 クビ 3．5�
12 ブランドオン 牡3鹿 56 古川 吉洋前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 4 〃 ハナ 11．0�
36 ローレルラスター 牡3鹿 56 的場 勇人 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 協和牧場 474± 02：43．41 16．7	
510 トーセンハルカゼ 牡3鹿 56

54 △中井 裕二島川 
哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 476± 02：43．5� 2．2�

815 ノアミラクル 牡3鹿 56
53 ▲原田 和真佐山 公男氏 天間 昭一 日高 細川牧場 464－ 62：43．6� 56．7�

48 ポッドフェローズ 牡3鹿 56 丸山 元気小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 474－ 62：43．81� 14．2
611 シャンピオナ 牝3栃栗54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 458－ 82：44．75 12．8�
35 プリンセスハルカ 牝3鹿 54 荻野 琢真上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 片山牧場 422－142：44．91 62．8�
59 ショウサンメグレス 牡3芦 56 宮崎 北斗鈴木 昭和氏 牧田 和弥 浦河 帰山 清貴 478－ 82：45．21	 172．8�
713 フクノカストル 牡3黒鹿56 岩部 純二福島 実氏 萱野 浩二 新ひだか 中田 浩美 460－102：45．3� 124．3�
47 ニホンピロホウオー 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 敬伍小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 B440± 0 〃 クビ 106．2�
714 ザ サ ン デ ー 
3黒鹿56 柴山 雄一瀬口 信正氏 畠山 吉宏 新ひだか 仲野牧場 486－142：45．4クビ 307．0�
23 ケンブリッジアーサ 牡3鹿 56 鮫島 良太中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 458± 02：45．82� 16．1�
24 キョウエイカミング 牝3黒鹿 54

52 △嶋田 純次田中 晴夫氏 武藤 善則 浦河 福岡 光夫 432－222：46．54 19．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，943，300円 複勝： 23，899，100円 枠連： 7，376，100円
馬連： 22，530，100円 馬単： 16，120，000円 ワイド： 14，035，100円
3連複： 32，673，100円 3連単： 50，425，900円 計： 181，002，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，750円 複 勝 � 920円 � 790円 � 150円 枠 連（1－8） 8，710円

馬 連 �� 59，390円 馬 単 �� 158，630円

ワ イ ド �� 17，110円 �� 3，260円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 71，980円 3 連 単 ��� 689，160円

票 数

単勝票数 計 139433 的中 � 2318（10番人気）
複勝票数 計 238991 的中 � 5222（10番人気）� 6201（9番人気）� 64309（2番人気）
枠連票数 計 73761 的中 （1－8） 625（22番人気）
馬連票数 計 225301 的中 �� 280（75番人気）
馬単票数 計 161200 的中 �� 75（165番人気）
ワイド票数 計 140351 的中 �� 199（80番人気）�� 1066（31番人気）�� 1279（25番人気）
3連複票数 計 326731 的中 ��� 335（143番人気）
3連単票数 計 504259 的中 ��� 54（1082番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―12．5―13．4―13．8―13．1―13．4―13．4―12．4―11．4―11．7―11．7―12．6

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�
12．8―23．6―36．1―49．5―1：03．3―1：16．4―1：29．8―1：43．2―1：55．6―2：07．0―2：18．7―2：30．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．4―3F36．0
1
�
4，11（15，3）9（7，12）13－6（5，1）（2，16）（10，8）－14
8，1，4（11，12）10，15（3，6，16）（9，13，2）7－5－14

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

勝馬の
紹 介

トレードウィンド �
�
父 Shirocco �

�
母父 Nashwan デビュー 2013．1．20 中京18着

2010．4．4生 牡3鹿 母 ヴェルヴェットレディ 母母 Velvet Moon 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ポッドフェローズ号の騎手丸山元気は，2周目3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・9

番）
※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） 4頭 カシマシャドウ号・スイートワルツ号・フェブサクセス号・ブラックユニバンス号



11005 4月6日 曇 良 （25福島1）第1日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時50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 ノーザンハリアー �3芦 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 むかわ 渡辺 隆 440＋ 21：09．5 33．5�
59 エメラルドタワー 牝3黒鹿54 丹内 祐次田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか へいはた牧場 460－ 41：09．92� 24．8�
35 カシノサトラップ 牡3栗 56

53 ▲原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 鹿児島 神野 生男 480＋ 41：10．11	 6．8�
36 スターオブミューズ 牝3鹿 54 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 478 ― 〃 クビ 15．9�
23 スプリングマジック 牡3鹿 56 田中 博康加藤 春夫氏 菊沢 隆徳 様似 様似共栄牧場 480－ 21：10．52� 14．0�
815 ブラックブッシュ 牡3黒鹿56 宮崎 北斗小林 秀樹氏 武藤 善則 新ひだか 山本 昇寿 452 ―1：10．71 8．9�
510 スピニングゴッデス 牝3黒鹿54 中舘 英二池田 豊治氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 478＋ 41：10．8
 7．9	
612 レディースワロー 牝3鹿 54 松田 大作中村 浩章氏 中野 栄治 日高 沖田牧場 434－ 2 〃 ハナ 261．3

24 ランドボイジャー 牡3栗 56

54 △中井 裕二木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 440－ 41：10．9� 36．8�
611 ペドレリーア 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次 �キャロットファーム 栗田 博憲 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 462－ 41：11．11	 36．7
47 ルルドバシリカ 牡3青鹿 56

53 ▲長岡 禎仁日下部勝德氏 高橋 義博 青森 長谷地 義正 450± 01：11．31	 195．9�
816 ショウナンハヤテ 牡3栗 56 村田 一誠国本 哲秀氏 北出 成人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454 ― 〃 アタマ 78．4�
713 スモールハピネス 牡3栗 56 大野 拓弥池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 新ひだか 村上牧場 444 ―1：11．51	 25．6�
48 サンシャインレディ 牝3青 54 丸田 恭介�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 432－ 81：11．71	 14．9�
12 ミステリーガール 牝3鹿 54 荻野 琢真グリーンスウォード嶋田 潤 新冠 田渕牧場 B414－121：13．29 292．0�
11 エイティグローリー 牝3栗 54 丸山 元気前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 410－ 4 （競走中止） 2．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，191，900円 複勝： 21，634，800円 枠連： 8，632，400円
馬連： 22，580，900円 馬単： 16，858，300円 ワイド： 13，278，000円
3連複： 31，382，100円 3連単： 50，373，700円 計： 178，932，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，350円 複 勝 � 780円 � 580円 � 220円 枠 連（5－7） 2，850円

馬 連 �� 39，490円 馬 単 �� 109，140円

ワ イ ド �� 10，300円 �� 2，830円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 58，050円 3 連 単 ��� 309，800円

票 数

単勝票数 計 141919 的中 � 3344（10番人気）
複勝票数 計 216348 的中 � 6477（10番人気）� 9035（7番人気）� 31644（2番人気）
枠連票数 計 86324 的中 （5－7） 2241（12番人気）
馬連票数 計 225809 的中 �� 422（75番人気）
馬単票数 計 168583 的中 �� 114（159番人気）
ワイド票数 計 132780 的中 �� 311（70番人気）�� 1155（33番人気）�� 2134（17番人気）
3連複票数 計 313821 的中 ��� 399（153番人気）
3連単票数 計 503737 的中 ��� 120（810番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―11．8―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．3―46．1―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーザンハリアー �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2012．9．29 阪神8着

2010．4．3生 �3芦 母 ラブリーベル 母母 ラーンバイハート 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 エイティグローリー号は，決勝線手前で急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 エイティグローリー号の騎手丸山元気は，決勝線手前での御法（外側に逃避された）について過怠金30，000円。
〔調教再審査〕 エイティグローリー号は，決勝線手前で急に外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ミステリーガール号は，決勝線手前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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 エメラルドリバー号・エンジェライト号・クラウンストラーダ号・シュリメジャー号・デルマアマノジャク号・

フェアリーシチー号

11006 4月6日 曇 良 （25福島1）第1日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時40分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
2：30．2
2：28．6

重
不良

710 アプリコーゼ 牡4黒鹿57 丸田 恭介 �キャロットファーム 木村 哲也 日高 待兼牧場 520± 02：36．0 10．4�
69 ステップアヘッド 牡4鹿 57 西村 太一松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 522＋ 82：36．53 8．0�
44 � テーオーダンシング �6鹿 57 高倉 稜小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 528－ 62：36．6クビ 4．4�
812 シルバーレイショウ 牡4芦 57 大野 拓弥池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 62：36．81� 4．2�
68 モ ネ ロ 牡4鹿 57 古川 吉洋上野 直樹氏 小野 次郎 日高 浦新 徳司 B448－ 22：36．9クビ 14．5�
22 プレミアクラウン 牡4鹿 57 藤岡 康太杉山 忠国氏 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 B516－ 22：37．0	 3．1	
813 ホ ク シ ン 牡5青鹿57 勝浦 正樹中村 勝彦氏 高橋 祥泰 青森 扶桑牧場 B484± 02：37．21� 16．8

45 � トーホウナイト 牡5黒鹿57 松田 大作東豊物産� 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 490± 02：37．3� 101．9�
56 トレノユーボウ �6黒鹿 57

54 ▲横山 和生子安 裕樹氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 494－202：37．4クビ 28．1
57 シンボリシュテルン 牡5黒鹿57 伊藤 工真シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 528＋ 82：37．72 64．4�
711 ビコークラウン 牡4栗 57 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 472－ 42：37．8クビ 48．9�
33 ラ グ ナ ロ ク �7黒鹿 57

55 △中井 裕二岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B486± 0 〃 ハナ 38．9�
11 リバークリーク 牡5栗 57

55 △嶋田 純次河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム 506－ 42：38．11	 102．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 11，736，700円 複勝： 21，351，700円 枠連： 7，484，200円
馬連： 19，587，700円 馬単： 14，980，500円 ワイド： 11，922，600円
3連複： 29，503，000円 3連単： 50，480，600円 計： 167，047，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 230円 � 210円 � 150円 枠 連（6－7） 1，770円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 6，270円

ワ イ ド �� 900円 �� 690円 �� 530円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 32，570円

票 数

単勝票数 計 117367 的中 � 8944（5番人気）
複勝票数 計 213517 的中 � 21408（5番人気）� 25157（4番人気）� 46694（1番人気）
枠連票数 計 74842 的中 （6－7） 3130（9番人気）
馬連票数 計 195877 的中 �� 4761（13番人気）
馬単票数 計 149805 的中 �� 1766（29番人気）
ワイド票数 計 119226 的中 �� 3185（11番人気）�� 4265（6番人気）�� 5774（5番人気）
3連複票数 計 295030 的中 ��� 5356（14番人気）
3連単票数 計 504806 的中 ��� 1144（101番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．1―13．4―13．3―13．5―13．9―13．4―12．4―12．4―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．5―37．6―51．0―1：04．3―1：17．8―1：31．7―1：45．1―1：57．5―2：09．9―2：22．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アプリコーゼ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．1．21 京都4着

2009．4．17生 牡4黒鹿 母 マチカネハナサソウ 母母 マチカネハツシマダ 13戦2勝 賞金 15，700，000円
〔騎手変更〕 プレミアクラウン号の騎手丸山元気は，第5競走での落馬による検査のため藤岡康太に変更。
〔制裁〕 シンボリシュテルン号の調教師石毛善彦は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて戒告。

ステップアヘッド号の騎手西村太一は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。



11007 4月6日 曇 良 （25福島1）第1日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

11 ダイワベスパー 牝4黒鹿55 丸田 恭介大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 426± 01：08．7 9．5�
59 ダノンエレガント 牝4鹿 55 大野 拓弥�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 448＋ 61：08．8� 4．8�
816 エーシンエムディー 牝4黒鹿55 藤岡 康太�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 450－ 4 〃 クビ 5．2�
12 メイショウアキシノ 牝4鹿 55 松田 大作松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 436－ 21：09．01� 13．4�
35 ノ ア ノ ア 牝5芦 55

53 △中井 裕二M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 500－101：09．21� 21．4�
815 アポロアリーナ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 平野牧場 476－ 2 〃 ハナ 23．3	
713 ヤマニンボンプアン 牝5鹿 55 中舘 英二土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 482－ 61：09．3� 3．0

612	 トルピドトウショウ 牝5鹿 55 丹内 祐次トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 448－ 2 〃 クビ 30．8�
48 タガノルミナーレ 牝4黒鹿55 津村 明秀八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 21：09．51� 14．1�
714 アイティクイーン 牝5栗 55 川島 信二一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 494－141：09．71� 13．2
611 エムアイチャンドラ 牝4栗 55 中谷 雄太礒川 正明氏 松永 康利 日高 下河辺牧場 460－ 2 〃 ハナ 81．0�
47 ツカサリボン 牝5栗 55

52 ▲原田 敬伍中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 折手牧場 428－ 41：10．12� 104．5�
36 	 ユウミプリンセス 牝4栗 55 田中 博康新井原 博氏 根本 康広 新冠 飛渡牧場 422－161：10．41� 180．5�
510 ブラックウィドー 牝4栗 55 高倉 稜吉澤 克己氏 小崎 憲 浦河トラストスリーファーム 470－ 21：10．71� 27．8�
24 マニッシュスマイル 牝4鹿 55 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 服部 牧場 458－121：10．91 181．5�
23 	 ホワイトクレマチス 牝4芦 55 宮崎 北斗�下河辺牧場 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 414－131：11．32� 206．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，365，100円 複勝： 21，645，500円 枠連： 8，410，200円
馬連： 22，825，800円 馬単： 15，570，300円 ワイド： 12，945，400円
3連複： 33，278，500円 3連単： 52，356，200円 計： 179，397，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 290円 � 160円 � 180円 枠 連（1－5） 1，210円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 5，980円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，220円 �� 600円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 36，320円

票 数

単勝票数 計 123651 的中 � 10257（4番人気）
複勝票数 計 216455 的中 � 15893（5番人気）� 44209（2番人気）� 33686（3番人気）
枠連票数 計 84102 的中 （1－5） 5167（6番人気）
馬連票数 計 228258 的中 �� 6732（7番人気）
馬単票数 計 155703 的中 �� 1922（17番人気）
ワイド票数 計 129454 的中 �� 3453（8番人気）�� 2543（13番人気）�� 5608（3番人気）
3連複票数 計 332785 的中 ��� 4930（10番人気）
3連単票数 計 523562 的中 ��� 1064（85番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．2―11．4―11．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．8―45．2―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワベスパー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Gone West デビュー 2012．1．28 東京3着

2009．4．16生 牝4黒鹿 母 ダイワリプルス 母母 Silken Ripples 7戦2勝 賞金 14，730，000円
〔騎手変更〕 ユウミプリンセス号の騎手丸山元気は，第5競走での落馬負傷のため田中博康に変更。

11008 4月6日 曇 良 （25福島1）第1日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時40分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

816 ゼンノルジェロ 牡5青 57 松田 大作大迫久美子氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496＋ 22：00．9 9．3�
59 � アシュヴィン 牡4栗 57 高倉 稜前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd 454－ 82：01．0	 12．2�
714 マイネアルナイル 牝4青鹿 55

53 △中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 42：01．21
 27．8�

611� アルティスト 牡6鹿 57 二本柳 壮塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 488－ 42：01．3クビ 7．6�
35 エイダイポイント 牡5芦 57 田中 博康�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 442－ 6 〃 ハナ 39．1	
815 アスールアラテラ 牡5鹿 57 伊藤 工真 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 444－ 2 〃 アタマ 32．9

48 テーオーレジェンド 牡4栗 57

54 ▲城戸 義政小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 490－ 82：01．4	 3．0�
47 マジックポスト 牡4青鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 464＋162：01．5	 7．7�
12 ビリーヴマイン 牡5鹿 57 西村 太一コウトミックレーシング 伊藤 大士 新冠 大栄牧場 454± 0 〃 ハナ 87．1
36 マイネルヴァルム 牡5青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 42：01．6クビ 30．0�
24 マンハッタンコード 牡4鹿 57 藤岡 康太林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 474± 02：01．7	 25．1�
713 トウカイクオーレ 牡4鹿 57 勝浦 正樹内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 B452－ 22：01．8	 12．3�
510 スプリングアルタ 牡6鹿 57 丸田 恭介加藤 春夫氏 高橋 文雅 様似 様似共栄牧場 454± 02：01．9クビ 9．4�
23 シンボリヴァルト 牡5黒鹿57 津村 明秀シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 552＋102：02．21	 20．1�
612� スリーヴェローチェ 牡4鹿 57 柴山 雄一永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 462＋ 62：02．3	 15．9�
11 フロールジェナ 牝5鹿 55

52 ▲横山 和生小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 438＋ 42：03．04 249．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，084，200円 複勝： 21，068，900円 枠連： 10，975，500円
馬連： 25，492，600円 馬単： 16，442，200円 ワイド： 14，198，000円
3連複： 38，258，400円 3連単： 59，335，600円 計： 198，855，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 370円 � 330円 � 700円 枠 連（5－8） 1，980円

馬 連 �� 4，240円 馬 単 �� 8，610円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 2，740円 �� 3，160円

3 連 複 ��� 24，410円 3 連 単 ��� 106，030円

票 数

単勝票数 計 130842 的中 � 11144（4番人気）
複勝票数 計 210689 的中 � 15759（7番人気）� 17890（4番人気）� 7308（10番人気）
枠連票数 計 109755 的中 （5－8） 4109（10番人気）
馬連票数 計 254926 的中 �� 4441（17番人気）
馬単票数 計 164422 的中 �� 1410（29番人気）
ワイド票数 計 141980 的中 �� 1674（27番人気）�� 1276（35番人気）�� 1102（42番人気）
3連複票数 計 382584 的中 ��� 1157（88番人気）
3連単票数 計 593356 的中 ��� 413（373番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―35．9―48．6―1：01．4―1：13．4―1：25．2―1：37．1―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゼンノルジェロ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．9．26 阪神3着

2008．4．30生 牡5青 母 フサイチエアデール 母母 ラスティックベル 9戦2勝 賞金 15，000，000円
〔騎手変更〕 ゼンノルジェロ号の騎手丸山元気は，第5競走での落馬負傷のため松田大作に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 チェルカトローバ号



11009 4月6日 曇 良 （25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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

12 � イエスイットイズ 牡4鹿 57 中舘 英二薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 510＋ 21：08．9 2．0�
36 カルブンクルス 牝4青 55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 470－ 21：09．32� 5．2�
48 � グリーディーボス 牡4栗 57

55 △嶋田 純次北側 雅司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：09．61� 9．2�
47 エ ゾ ム サ シ 牡4青鹿57 柴山 雄一瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 462－ 21：10．34 23．1�
612 デンコウデア 牝4黒鹿55 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 456－ 21：10．4� 20．2�
23 デリケートアーチ 牝4栃栗55 宮崎 北斗 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B456－ 41：10．5� 28．9	
59 アラマサスチール 牝5鹿 55 的場 勇人�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 470＋ 8 〃 クビ 94．5

714� ギルドマスター 牡4栗 57

55 △中井 裕二香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 490－ 4 〃 アタマ 76．9�
11 カプリースレディー 牝5鹿 55 伊藤 工真 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 416± 01：10．6� 145．6�
24 ニシノカーリー 牝5鹿 55

52 ▲長岡 禎仁西山 茂行氏 尾形 和幸 むかわ 西山牧場 430＋121：10．81	 144．2
816 ノボジュピター 牡7栗 57

54 ▲原田 和真�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 468－10 〃 クビ 23．0�
815 ドリームクレド 牡5栗 57 田中 博康セゾンレースホース� 根本 康広 浦河 帰山 清貴 500＋181：11．54 164．2�
611 ヒカリホクサイ 
4鹿 57 中谷 雄太�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 460－14 〃 クビ 17．3�
510 ユキノマークン 牡5鹿 57 津村 明秀井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 492＋ 81：11．6� 31．2�
35 スノークラフト 牝4芦 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 442－161：12．34 8．4�
713 カリステジア 牝5鹿 55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 日高 いとう牧場 498＋ 81：17．4大差 27．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，563，600円 複勝： 30，802，100円 枠連： 11，487，700円
馬連： 34，861，200円 馬単： 26，132，100円 ワイド： 19，178，600円
3連複： 49，331，600円 3連単： 98，883，600円 計： 289，240，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 160円 � 210円 枠 連（1－3） 310円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 250円 �� 430円 �� 750円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 4，270円

票 数

単勝票数 計 185636 的中 � 73934（1番人気）
複勝票数 計 308021 的中 � 96106（1番人気）� 49559（2番人気）� 28623（4番人気）
枠連票数 計 114877 的中 （1－3） 27385（1番人気）
馬連票数 計 348612 的中 �� 40484（1番人気）
馬単票数 計 261321 的中 �� 21241（1番人気）
ワイド票数 計 191786 的中 �� 21559（1番人気）�� 10673（3番人気）�� 5626（9番人気）
3連複票数 計 493316 的中 ��� 23048（2番人気）
3連単票数 計 988836 的中 ��� 17094（1番人気）

ハロンタイム 9．6―10．7―11．1―12．1―12．3―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．3―31．4―43．5―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�イエスイットイズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 スピニングワールド

2009．5．17生 牡4鹿 母 マッキーハピネス 母母 カレンナバンダム 10戦1勝 賞金 18，200，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ドリームクレド号の騎手丸山元気は，第5競走での落馬負傷のため田中博康に変更。
〔制裁〕 デリケートアーチ号の騎手宮崎北斗は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
〔その他〕 カリステジア号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕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。
※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 ニシノプレゼンス号

11010 4月6日 曇 良 （25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 8，500，000円 3，400，000円 2，100，000円 1，300，000円 850，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

56 メイショウブシン 牡3鹿 56 高倉 稜松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 448± 02：00．1 5．3�
79 ラ シ ー マ 牡3鹿 56 中谷 雄太桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 478－ 42：00．42 21．5�
44 ポセイドンバローズ 牡3栗 56 古川 吉洋猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 456－ 2 〃 アタマ 4．1�
812 ウイングリート 牡3鹿 56 大野 拓弥�ウイン 加用 正 新ひだか 友田牧場 476＋ 62：00．61� 3．1�
55 ラ プ タ 牡3鹿 56 松田 大作杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 486± 0 〃 ハナ 10．8�
68 オリバーバローズ 牡3黒鹿56 津村 明秀猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B480－ 82：00．8� 38．4	
811 ピ ロ ポ 牝3鹿 54 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 沖田 博志 426－ 22：01．12 42．4

22 コスモスターター 牝3栗 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 408－ 4 〃 クビ 18．6�
710 ブリリアントダンス 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 480－ 22：01．41� 42．1
11 サングブルー 牡3芦 56 柴山 雄一吉田 和美氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 444－102：01．61� 18．4�
67 	 ビービーボイジャー 牡3栗 56 丸田 恭介�坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 490－ 6 〃 ハナ 11．2�
33 
 イヤーオブドラゴン 牡3鹿 56 中舘 英二窪田 康志氏 大竹 正博 米 Sally An-

dersen 506＋ 82：03．8大差 10．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 17，365，300円 複勝： 28，418，400円 枠連： 10，302，200円
馬連： 40，491，400円 馬単： 26，790，300円 ワイド： 20，381，400円
3連複： 55，523，900円 3連単： 103，706，900円 計： 302，979，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 470円 � 160円 枠 連（5－7） 2，570円

馬 連 �� 4，420円 馬 単 �� 6，380円

ワ イ ド �� 900円 �� 450円 �� 960円

3 連 複 ��� 3，930円 3 連 単 ��� 23，740円

票 数

単勝票数 計 173653 的中 � 25896（3番人気）
複勝票数 計 284184 的中 � 38105（3番人気）� 12449（8番人気）� 56733（2番人気）
枠連票数 計 103022 的中 （5－7） 2968（11番人気）
馬連票数 計 404914 的中 �� 6769（18番人気）
馬単票数 計 267903 的中 �� 3101（26番人気）
ワイド票数 計 203814 的中 �� 5399（10番人気）�� 12169（2番人気）�� 5032（12番人気）
3連複票数 計 555239 的中 ��� 10446（12番人気）
3連単票数 計1037069 的中 ��� 3224（60番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―12．6―12．8―12．5―12．1―12．0―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．7―34．0―46．6―59．4―1：11．9―1：24．0―1：36．0―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウブシン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 Wild Again デビュー 2012．11．4 京都6着

2010．4．13生 牡3鹿 母 ワイルドリリー 母母 Crillon 8戦2勝 賞金 15，837，000円
〔騎手変更〕 イヤーオブドラゴン号の騎手丸山元気は，第5競走での落馬負傷のため中舘英二に変更。
※ラシーマ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



11011 4月6日 曇 良 （25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，24．4．7以降25．3．31まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

福島市長賞（1着）
賞 品

本 賞 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000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
1：07．0
1：06．5

良
良

23 レオパステル 牝6鹿 55 嶋田 純次田中 博之氏 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 444－181：08．7 2．8�
611 ヒカリトリトン 牡5鹿 53 鮫島 良太�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 492± 01：08．8� 144．8�
24 ベストブルーム 牡6鹿 55 勝浦 正樹横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 466± 01：09．01� 24．5�
612 カイシュウタビビト 牡4芦 54 津村 明秀飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 秋田牧場 500＋ 8 〃 ハナ 25．7�
713 イ ト ク ク リ 牝5鹿 53 大野 拓弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 510＋ 4 〃 クビ 5．6�
35 サ ク ラ ベ ル 牝5栗 53 松田 大作�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 484－141：09．1	 17．1	
48 ダイワカリエンテ 牝4栗 52 古川 吉洋大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 454＋ 41：09．2� 22．5

47 ストロングロビン 牡7鹿 55 丸田 恭介村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 480＋ 2 〃 アタマ 9．4�
11 ピエナアプローズ 牝4黒鹿53 荻野 琢真本谷 兼三氏 須貝 尚介 浦河 まるとみ冨岡牧場 478－ 2 〃 ハナ 13．8�
510 キ ー パ ッ プ 牝4鹿 52 中井 裕二辰己 岩夫氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 41：09．3クビ 25．4
59 モ ト ヒ メ 牝6鹿 53 黛 弘人黒澤 尚氏 清水 久詞 新ひだか 岡田スタツド 454＋10 〃 クビ 28．0�
12 
 ア グ ン 牡4鹿 55 藤岡 康太林 正道氏 友道 康夫 米 Whisper Hill

Farm LLC 538± 01：09．4クビ 7．9�
815 ラ テ ア ー ト 牝5鹿 52 高倉 稜 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 472－ 41：09．5� 80．5�
714 メロークーミス 牝5鹿 51 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ

ファーム 458－ 8 〃 ハナ 123．9�
36 ロングスローイン 牡5鹿 54 中谷 雄太渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 494－ 4 〃 クビ 18．5�
816 ロ ジ ハ ー ツ 牡5鹿 54 中舘 英二久米田正明氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 496－ 6 （競走中止） 12．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，090，900円 複勝： 42，188，800円 枠連： 28，859，100円
馬連： 103，393，900円 馬単： 60，430，000円 ワイド： 39，279，700円
3連複： 146，485，100円 3連単： 249，312，200円 計： 697，039，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 3，670円 � 560円 枠 連（2－6） 2，880円

馬 連 �� 36，310円 馬 単 �� 51，150円

ワ イ ド �� 11，740円 �� 1，040円 �� 33，280円

3 連 複 ��� 179，580円 3 連 単 ��� 897，530円

票 数

単勝票数 計 270909 的中 � 77675（1番人気）
複勝票数 計 421888 的中 � 107931（1番人気）� 2218（16番人気）� 16507（10番人気）
枠連票数 計 288591 的中 （2－6） 7411（16番人気）
馬連票数 計1033939 的中 �� 2102（84番人気）
馬単票数 計 604300 的中 �� 872（159番人気）
ワイド票数 計 392797 的中 �� 806（88番人気）�� 9777（6番人気）�� 283（115番人気）
3連複票数 計1464851 的中 ��� 602（344番人気）
3連単票数 計2493122 的中 ��� 205（1943番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―11．7―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―45．8―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レオパステル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2009．11．7 福島1着

2007．3．21生 牝6鹿 母 ズ ー ナ ク ア 母母 Made in America 19戦4勝 賞金 81，776，000円
〔騎手変更〕 ロングスローイン号の騎手丸山元気は，第5競走での落馬負傷のため中谷雄太に変更。
〔競走中止〕 ロジハーツ号は，競走中に疾病〔右第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コスモアクセス号・トイボックス号
（非抽選馬） 1頭 トレノソルーテ号

11012 4月6日 曇 良 （25福島1）第1日 第12競走 ��
��1，700�

は な み や ま

花 見 山 特 別
発走16時00分 （ダート・右）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

710 セ ン キ 牡4鹿 57 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 466－ 41：47．3 2．3�
68 リベラルアーツ 牡5黒鹿57 大野 拓弥�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 474－101：47．4� 4．2�
33 	 レッドグルーヴァー 牡4芦 57 高田 潤 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Edition Farm 474＋ 21：47．72 7．0�
55 	 サダルメリク 牡6鹿 57 古川 吉洋前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess 478－ 21：47．8クビ 17．7�
22 タガノナパヴァレー 
4黒鹿57 高倉 稜八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464－ 4 〃 クビ 34．0�
11 	 リアライズナマステ 牡4栗 57 中舘 英二工藤 圭司氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

464＋ 81：47．9クビ 11．2	
56 � ス ペ ク ラ 牡4鹿 57 勝浦 正樹林 正道氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 494± 01：48．11� 93．0

79 トゥルーフレンド 牡4鹿 57 村田 一誠武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 480＋ 21：48．41� 4．9�
812 デ ミ チ ン タ 牡5鹿 57 柴山 雄一加藤 信之氏 蛯名 利弘 日高 有限会社

ケイズ B464－ 21：49．14 78．8�
811 ソレイユアルダン 牝4芦 55 宮崎 北斗阿部 紀子氏 高橋 文雅 浦河 林 孝輝 484＋ 2 〃 ハナ 31．6
44 � ボ タ モ チ 牡4鹿 57 黛 弘人中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 442－ 61：49．31 132．9�

（11頭）
67 サンライズドバイ 牡5芦 57 荻野 琢真松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，124，300円 複勝： 30，442，000円 枠連： 14，414，600円
馬連： 41，952，400円 馬単： 30，578，300円 ワイド： 21，300，700円
3連複： 52，627，900円 3連単： 118，027，300円 計： 331，467，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 130円 � 200円 枠 連（6－7） 270円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 190円 �� 340円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 4，530円

票 数

単勝票数 差引計 221243（返還計 5733） 的中 � 76565（1番人気）
複勝票数 差引計 304420（返還計 8031） 的中 � 77711（1番人気）� 73284（2番人気）� 29627（4番人気）
枠連票数 差引計 144146（返還計 2351） 的中 （6－7） 40262（1番人気）
馬連票数 差引計 419524（返還計 36727） 的中 �� 67131（1番人気）
馬単票数 差引計 305783（返還計 26590） 的中 �� 28879（1番人気）
ワイド票数 差引計 213007（返還計 17766） 的中 �� 35426（1番人気）�� 14352（4番人気）�� 8188（7番人気）
3連複票数 差引計 526279（返還計 94452） 的中 ��� 32713（2番人気）
3連単票数 差引計1180273（返還計194051） 的中 ��� 19229（7番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―11．9―13．1―13．7―12．8―12．6―12．5―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―30．2―43．3―57．0―1：09．8―1：22．4―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．5
1
3
1，5（3，6）10－8（2，11）－12，4，9
1（5，6）3（10，9）（2，12，8）11，4

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

勝馬の
紹 介

セ ン キ �
�
父 アルカセット �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2011．11．20 東京5着

2009．4．6生 牡4鹿 母 イチノヤジョウ 母母 ラブラブジョウ 16戦2勝 賞金 33，539，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 リアライズナマステ号の騎手丸山元気は，第5競走での落馬負傷のため中舘英二に変更。
〔競走除外〕 サンライズドバイ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔制裁〕 センキ号の騎手津村明秀は，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70，000円。（被害馬：9番）



（25福島1）第1日 4月6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 175頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

155，940，000円
6，700，000円
1，580，000円
14，030，000円
61，341，000円
4，550，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
186，338，800円
312，339，200円
128，188，100円
394，945，500円
271，006，500円
201，868，800円
558，281，900円
979，775，100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 3，032，743，900円

総入場人員 8，113名 （有料入場人員 6，445名）
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