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11025 4月13日 晴 良 （25福島1）第3日 第1競走 1，700�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

814 ラローザブル 牡3栗 56 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B478± 01：47．1 6．8�
713 スリーヨーク 牡3鹿 56

54 △中井 裕二永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462± 01：47．31� 11．1�
23 ヴェルフェン 牡3芦 56 丸田 恭介�Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 494＋ 21：48．68 4．2�
47 キングスクルーザー 牡3鹿 56 藤岡 康太有限会社シルク平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 460＋ 21：49．13 16．1�
611 ワッペンジュニア 牡3青鹿56 丸山 元気有限会社シルク尾関 知人 安平 ノーザンファーム 464± 01：49．41� 5．0�
34 プラチナレイン 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 482－ 81：49．5� 5．2	
22 アーリーボーイ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 496－ 21：49．6� 18．3

815 カシマルフィ 牡3黒鹿56 柴山 雄一�カシマ 高市 圭二 むかわ 上水牧場 462＋ 21：49．81� 44．5�
59 ミッキールドラ 牡3栗 56 吉田 隼人野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 矢野牧場 496＋ 2 〃 クビ 14．4�
58 プラサスティ 牡3栗 56

54 △嶋田 純次山上 和良氏 加藤 和宏 新ひだか 由利 徳之 472＋ 21：50．01� 16．4
46 ブロードスター �3鹿 56 津村 明秀安原 浩司氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 476－161：50．1クビ 22．2�
35 カシノハッピー 牡3栗 56

53 ▲横山 和生柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 金成吉田牧場 B446－ 41：50．31� 19．4�
610 テ ン カ イ チ 牡3鹿 56 黛 弘人大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 454 ―1：51．25 179．6�
11 ヴァンダリア 牡3芦 56 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 新ひだか 矢野牧場 534 ―1：56．8大差 71．4�
712 ヤマニンクレマ 牝3栗 54 田中 健土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 458± 0 （競走中止） 145．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 9，478，600円 複勝： 17，480，700円 枠連： 6，886，200円
馬連： 22，336，200円 馬単： 14，853，500円 ワイド： 12，923，500円
3連複： 34，585，500円 3連単： 51，722，300円 計： 170，266，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 210円 � 270円 � 150円 枠 連（7－8） 2，360円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 6，780円

ワ イ ド �� 980円 �� 570円 �� 620円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 24，760円

票 数

単勝票数 計 94786 的中 � 11105（4番人気）
複勝票数 計 174807 的中 � 20101（3番人気）� 14223（5番人気）� 41164（1番人気）
枠連票数 計 68862 的中 （7－8） 2156（13番人気）
馬連票数 計 223362 的中 �� 5201（11番人気）
馬単票数 計 148535 的中 �� 1617（23番人気）
ワイド票数 計 129235 的中 �� 3129（12番人気）�� 5735（3番人気）�� 5263（4番人気）
3連複票数 計 345855 的中 ��� 6297（8番人気）
3連単票数 計 517223 的中 ��� 1542（42番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―12．5―12．7―13．2―12．7―12．2―12．6―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―31．0―43．7―56．9―1：09．6―1：21．8―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．5
1
3
12（13，15）（9，8）7（11，4）（6，2，5）－（3，14）＝1＝10・（12，13，14）15（9，7，4）（11，8，6，2，5）－3＝10＝1

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

勝馬の
紹 介

ラローザブル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．1．19 京都4着

2010．5．20生 牡3栗 母 フェアナタリー 母母 フェアディール 6戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 ヤマニンクレマ号は，最後の直線コースで急に内側に逃避して内柵に触れ，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ヤマニンクレマ号の騎手田中健は，最後の直線コースでの御法（内側に逃避された）について過怠金30，000円。
〔調教再審査〕 ヤマニンクレマ号は，最後の直線コースで急に内側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴァンダリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 サイレンスバード号・タガノジュラーレ号・テラノアパッチ号・ブラックシャリオ号

11026 4月13日 晴 良 （25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

24 トウシンヴィーナス 牝3青鹿54 吉田 隼人�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 404± 01：09．8 1．2�
35 ヤマノアイリー 牝3栗 54

52 △中井 裕二山住 勲氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 428＋ 81：10．43� 101．9�
48 タケショウナデシコ 牝3黒鹿 54

52 △嶋田 純次�ナイト商事 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 442＋161：10．82� 33．2�
47 アクアブルーバレー 牝3栗 54 勝浦 正樹佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 464－121：10．9� 39．1�
23 ロングボラーレ 牝3鹿 54 藤岡 康太中井 敏雄氏 小野 幸治 新ひだか 下屋敷牧場 470 ―1：11．0� 73．5	
12 セプテンバーローズ 牝3芦 54

51 ▲横山 和生�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 424± 0 〃 アタマ 21．8

11 レディーピンク 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 430＋ 4 〃 クビ 27．0�
714 ジョーパルカ 牝3栗 54 古川 吉洋上田けい子氏 角田 晃一 浦河 ハッピーネ

モファーム 428＋ 21：11．1クビ 27．5�
816 デルマアマノジャク 牝3芦 54 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 430± 01：11．2� 9．2
510 ビ コ ー ズ 牝3鹿 54 西田雄一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 456 ― 〃 クビ 400．6�
611 ラ ッ カ ー サ 牝3栗 54 大野 拓弥�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 430 ―1：11．3クビ 162．2�
713 グ ロ ー ブ 牝3栗 54 鮫島 良太脇山 良之氏 角居 勝彦 平取 坂東牧場 430＋ 81：11．4� 16．3�
612 ミラクルベル 牝3黒鹿54 大庭 和弥栗山 良子氏 池上 昌弘 平取 北島牧場 418－221：12．46 106．9�
36 キョウワミラージュ 牝3鹿 54 津村 明秀�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 466 ―1：12．61� 77．8�
815 メ ボ ン 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 様似 小田 誠一 428－ 41：12．7� 43．2�
59 レ ー ス ル 牝3鹿 54 丸田 恭介髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 406 ―1：20．7大差 98．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，521，100円 複勝： 28，895，300円 枠連： 7，054，900円
馬連： 17，326，000円 馬単： 15，914，800円 ワイド： 10，935，900円
3連複： 25，244，600円 3連単： 45，699，500円 計： 164，592，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 1，680円 � 440円 枠 連（2－3） 1，610円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 4，890円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 770円 �� 12，610円

3 連 複 ��� 17，610円 3 連 単 ��� 55，750円

票 数

単勝票数 計 135211 的中 � 88970（1番人気）
複勝票数 計 288953 的中 � 191104（1番人気）� 1661（14番人気）� 7472（7番人気）
枠連票数 計 70549 的中 （2－3） 3236（5番人気）
馬連票数 計 173260 的中 �� 3571（12番人気）
馬単票数 計 159148 的中 �� 2406（15番人気）
ワイド票数 計 109359 的中 �� 1573（14番人気）�� 3703（8番人気）�� 204（75番人気）
3連複票数 計 252446 的中 ��� 1058（53番人気）
3連単票数 計 456995 的中 ��� 605（153番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．3―11．8―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―34．9―46．7―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウシンヴィーナス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Devil’s Bag デビュー 2012．12．2 阪神5着

2010．1．31生 牝3青鹿 母 バイザスポーツ 母母 Final Accord 6戦1勝 賞金 11，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レースル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25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 ポロタン号

第１回 福島競馬 第３日



11027 4月13日 晴 良 （25福島1）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40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
1：44．1

良
良

36 フューチャステップ 牡3鹿 56 藤岡 康太嶋田 賢氏 池江 泰寿 日高 シンコーファーム 456＋121：49．6 4．0�
59 フライトゥザピーク 牡3黒鹿 56

54 △嶋田 純次有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468 ― 〃 ハナ 10．8�

12 コスモサンチャン 牝3鹿 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム 416－ 61：49．7� 16．5�
611 ジプシースウィング 牡3黒鹿56 吉田 隼人吉田 勝己氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 クビ 5．1�
612 アキノライセンス 牡3鹿 56 大野 拓弥穐吉 正孝氏 羽月 友彦 新ひだか 松田牧場 494＋ 4 〃 アタマ 143．2�
713 トウショウウルフ 牡3鹿 56 田中 博康トウショウ産業	 菊沢 隆徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 442 ―1：49．91� 44．7

23 ゲンキチタチカゼ 牡3鹿 56

53 ▲横山 和生荒井 壽明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン
牧場 458± 01：50．0� 80．5�

47 マルイチワンダー 牡3栗 56 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 442± 01：50．1� 4．7�
815 コスモフェイト 牡3鹿 56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 畠山 重則 新ひだか 乾 皆雄 454± 0 〃 クビ 41．8
48 コウヨウエンプレス 牝3鹿 54 丸田 恭介寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 本巣 一敏 478＋101：50．41� 8．4�
714 デンカノホウトウ 牡3栗 56 丸山 元気 	グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム 456± 01：50．5� 11．3�
11 セラミックアート 牝3栗 54 松田 大作森山 進氏 本間 忍 千歳 社台ファーム B468－ 2 〃 クビ 14．2�
24 シングンジャガー 牡3黒鹿56 宮崎 北斗伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 462－ 21：50．71� 34．3�
35 � ルヴィロンザ 牝3青鹿54 津村 明秀窪田 康志氏 菊沢 隆徳 米 Masatake

Iida DVM 430± 01：50．91� 16．2�
816 リヴァリーン 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人 H.R.H．プリンセス・ハヤ 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 416－ 4 〃 ハナ 111．1�

510 ダイショウザー 牡3黒鹿56 柴山 雄一馬場 祥晃氏 大根田裕之 浦河 高野牧場 474± 01：51．11 369．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 10，171，100円 複勝： 16，937，100円 枠連： 6，893，300円
馬連： 19，056，400円 馬単： 13，104，500円 ワイド： 10，206，400円
3連複： 26，181，600円 3連単： 40，544，200円 計： 143，094，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 340円 � 400円 枠 連（3－5） 1，720円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，220円 �� 4，930円

3 連 複 ��� 18，990円 3 連 単 ��� 69，590円

票 数

単勝票数 計 101711 的中 � 20302（1番人気）
複勝票数 計 169371 的中 � 30577（1番人気）� 11917（7番人気）� 9861（8番人気）
枠連票数 計 68933 的中 （3－5） 2971（8番人気）
馬連票数 計 190564 的中 �� 5922（7番人気）
馬単票数 計 131045 的中 �� 2181（12番人気）
ワイド票数 計 102064 的中 �� 2571（10番人気）�� 2091（13番人気）�� 491（54番人気）
3連複票数 計 261816 的中 ��� 1018（70番人気）
3連単票数 計 405442 的中 ��� 430（226番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．3―49．2―1：01．4―1：13．3―1：25．5―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フューチャステップ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Caerleon デビュー 2012．10．21 新潟2着

2010．4．2生 牡3鹿 母 シンコウラブリイ 母母 Happy Trails 5戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 フライトゥザピーク号の騎手嶋田純次は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※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。
（非当選馬） 1頭 ウインノーヴァ号
（非抽選馬） 1頭 エイシンラムダ号

11028 4月13日 晴 良 （25福島1）第3日 第4競走 1，150�サラブレッド系3歳
発走11時10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 リッシンロケット 牡3芦 56 藤岡 康太小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 446－ 41：10．0 4．5�
12 バクシンパワー �3鹿 56

53 ▲城戸 義政�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 448－10 〃 ハナ 13．1�
612 ヴェアリアスローズ 牝3栗 54 丸山 元気小林 秀樹氏 栗田 徹 新冠 村上牧場 404＋ 21：10．21� 5．3�
815 エリモタフネス 牡3青鹿56 津村 明秀山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント 482－ 41：10．52 4．7�
24 ユ ウ ヅ キ 牝3鹿 54 丸田 恭介�テシオ 小笠 倫弘 日高 モリナガファーム 440± 01：10．92� 4．6�
611 ゼンノビッグワン 牡3鹿 56 高倉 稜大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 532＋ 41：11．21� 5．5	
48 ハ イ カ ム 牡3青鹿56 松田 大作古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 21：11．94 245．2

11 クリノハンニバル 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 武田牧場 440± 01：12．0クビ 77．8�
59 ダイヤパッション 牝3栗 54 柴山 雄一大野 數芳氏 金成 貴史 平取 北島牧場 B434± 0 〃 クビ 252．6�
35 ギ ン ヤ ン マ 牡3黒鹿 56

54 △杉原 誠人村島 昭男氏 金成 貴史 新冠 カミイスタット B494－ 4 〃 アタマ 57．0
23 タイセイホーク 牡3鹿 56 吉田 隼人田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 競優牧場 B508＋ 81：12．1クビ 17．3�
713 トウケイプラチナ 牝3鹿 54

51 ▲原田 敬伍木村 信彦氏 五十嵐忠男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450＋ 21：12．2� 73．0�

36 ウェンディシチー 牝3栗 54
51 ▲横山 和生 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 新ひだか 出羽牧場 490＋101：12．41 140．2�

714 サイドリアル 牡3栗 56 宮崎 北斗�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 永田 克之 452 ― 〃 クビ 41．4�
816 フレンドメモリー 牝3栗 54 大庭 和弥横尾 晴人氏 清水 美波 新ひだか 友田牧場 408± 01：12．5� 290．1�
510 ガッテンテン 牝3黒鹿54 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 434－ 41：15．1大差 66．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 10，638，400円 複勝： 18，914，500円 枠連： 7，385，400円
馬連： 19，391，100円 馬単： 13，774，800円 ワイド： 9，868，500円
3連複： 26，748，100円 3連単： 46，797，800円 計： 153，518，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 320円 � 180円 枠 連（1－4） 3，220円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 850円 �� 550円 �� 960円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 22，650円

票 数

単勝票数 計 106384 的中 � 18807（1番人気）
複勝票数 計 189145 的中 � 27733（4番人気）� 13000（6番人気）� 31830（2番人気）
枠連票数 計 73854 的中 （1－4） 1693（12番人気）
馬連票数 計 193911 的中 �� 4977（13番人気）
馬単票数 計 137748 的中 �� 1981（23番人気）
ワイド票数 計 98685 的中 �� 2838（13番人気）�� 4668（6番人気）�� 2481（15番人気）
3連複票数 計 267481 的中 ��� 5828（12番人気）
3連単票数 計 467978 的中 ��� 1525（80番人気）

ハロンタイム 9．4―11．0―11．4―12．3―12．5―13．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．4―31．8―44．1―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リッシンロケット �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2012．8．12 小倉5着

2010．2．26生 牡3芦 母 レモンリーフ 母母 レースミストレス 8戦1勝 賞金 9，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガッテンテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビーナストリック号
（非抽選馬） 2頭 アイファーサミット号・バーニーズ号



11029 4月13日 晴 良 （25福島1）第3日 第5競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走11時40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
1：57．8
1：56．1

良
良

24 カ ナ ル ナ ニ 牝3芦 54 大野 拓弥 �社台レースホース鈴木 康弘 安平 追分ファーム 494－ 42：01．4 7．7�
815 トーセンアルニカ 牝3鹿 54 吉田 隼人島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 440＋ 4 〃 ハナ 3．5�
714 ウインクルキラリ 牝3栗 54 藤岡 康太塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 安田 豊重 460－ 6 〃 クビ 20．0�
11 ウエスタンレベッカ 牝3鹿 54 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 426＋ 8 〃 ハナ 11．3�
713 ソムニアシチー 牝3鹿 54 二本柳 壮 	友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 B426－ 82：02．14 9．3

816 サンタクローチェ 牝3青鹿54 津村 明秀村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 478＋ 82：02．41� 8．5�
48 スイートクラウン 牝3栗 54 西村 太一谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 466＋ 42：02．61� 194．6�
47 リリーエンゼル 牝3栗 54 柴山 雄一柳内 光子氏 久保田貴士 新冠 オリエント牧場 462－122：02．7� 52．3
12 ムーンスケイプ 牝3鹿 54 宮崎 北斗有限会社シルク尾関 知人 安平 ノーザンファーム 434－122：02．8クビ 124．5�
612 ミラクルルージュ 牝3青鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 432－ 8 〃 アタマ 11．0�
59 ダンスフェイム 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 ハナ 3．5�
23 アルファグッキー 牝3鹿 54 梶 晃啓	貴悦 田村 康仁 新冠 秋田牧場 444± 02：03．33 295．7�
611 オーケストラピット 牝3鹿 54 中舘 英二�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 424－ 6 〃 アタマ 81．5�
36 ショウナンアデヤカ 牝3芦 54 松田 大作国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 酒井牧場 B444＋ 42：03．4� 330．1�
35 ダイワフレーム 牝3黒鹿54 古川 吉洋大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 394＋ 42：04．25 49．5�
510 アンサーソング 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 �社台レースホース田島 俊明 安平 追分ファーム 446－ 22：04．83� 44．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，457，600円 複勝： 24，471，700円 枠連： 9，465，100円
馬連： 25，156，500円 馬単： 16，903，500円 ワイド： 12，886，100円
3連複： 31，779，900円 3連単： 53，642，200円 計： 189，762，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 250円 � 190円 � 440円 枠 連（2－8） 990円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，930円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 8，920円 3 連 単 ��� 43，410円

票 数

単勝票数 計 154576 的中 � 16016（3番人気）
複勝票数 計 244717 的中 � 25964（3番人気）� 39181（2番人気）� 12626（8番人気）
枠連票数 計 94651 的中 （2－8） 7113（3番人気）
馬連票数 計 251565 的中 �� 16113（3番人気）
馬単票数 計 169035 的中 �� 3851（8番人気）
ワイド票数 計 128861 的中 �� 5632（4番人気）�� 1589（24番人気）�� 2221（21番人気）
3連複票数 計 317799 的中 ��� 2631（33番人気）
3連単票数 計 536422 的中 ��� 912（139番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―12．4―12．6―12．8―12．0―12．3―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．1―34．7―47．1―59．7―1：12．5―1：24．5―1：36．8―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ナ ル ナ ニ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Louis Quatorze デビュー 2012．12．24 中山3着

2010．3．14生 牝3芦 母 カロスキューマ 母母 How Lovely 3戦1勝 賞金 6，800，000円

11030 4月13日 晴 良 （25福島1）第3日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時30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 レ フ ア 牝3鹿 54
52 △嶋田 純次桑畑 �信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 442＋ 61：10．1 8．0�

12 メイショウソウイン 牡3鹿 56
54 △中井 裕二松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 赤田牧場 436－ 21：10．42 3．0�

612 クラウンストラーダ 牡3黒鹿 56
53 ▲横山 和生矢野 悦三氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 478－ 21：10．5� 13．0�

11 エンジェライト 牝3栗 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 414－121：10．6クビ 66．0�
47 ショウナンバグース 牡3黒鹿56 大野 拓弥国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 442－ 2 〃 クビ 3．5	
713 キ マ モ リ 牡3黒鹿56 丸山 元気諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 452－ 61：10．7� 30．0

816 コスモソーク 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 旭 牧場 526－ 61：10．8� 16．6�
24 パティキュラリー 牝3鹿 54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 438＋ 4 〃 ハナ 12．1�
23 エレガントアゲン 牝3栗 54 吉田 隼人浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 420＋ 8 〃 ハナ 15．3
59 エメラルドリバー 牝3黒鹿54 高倉 稜 �グリーンファーム和田正一郎 千歳 社台ファーム 424－ 61：11．01� 37．7�
510 アクロマティック �3栗 56 古川 吉洋�アカデミー 中竹 和也 新ひだか フジワラフアーム 430－14 〃 アタマ 49．8�
35 マジシャンズレッド 牡3栗 56 大庭 和弥北所 直人氏 高橋 裕 日高 永村 侑 470＋ 61：11．1クビ 27．6�
36 クレメンタイン 牝3鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 400－141：11．2� 17．8�
815 キネオスイセイ 牡3鹿 56 黛 弘人ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 424 ―1：11．51� 86．8�
48 エリモティアラ 牝3黒鹿54 藤岡 康太山本 敏晴氏 鮫島 一歩 えりも エクセルマネジメント 446 ―1：11．6� 41．3�
714 ビンセントチャンス 牡3鹿 56 的場 勇人塩川 和則氏 牧 光二 浦河 久保 昇 446 ―1：13．4大差 232．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，721，100円 複勝： 19，534，500円 枠連： 7，160，500円
馬連： 20，608，200円 馬単： 14，888，000円 ワイド： 11，457，600円
3連複： 30，109，200円 3連単： 46，841，200円 計： 164，320，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 260円 � 170円 � 400円 枠 連（1－6） 950円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，740円 �� 990円

3 連 複 ��� 7，480円 3 連 単 ��� 37，790円

票 数

単勝票数 計 137211 的中 � 13542（3番人気）
複勝票数 計 195345 的中 � 19226（3番人気）� 37117（2番人気）� 10964（7番人気）
枠連票数 計 71605 的中 （1－6） 5605（4番人気）
馬連票数 計 206082 的中 �� 9462（3番人気）
馬単票数 計 148880 的中 �� 2841（10番人気）
ワイド票数 計 114576 的中 �� 4197（3番人気）�� 1569（20番人気）�� 2869（10番人気）
3連複票数 計 301092 的中 ��� 2972（19番人気）
3連単票数 計 468412 的中 ��� 915（88番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．1―11．8―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．0―45．8―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ フ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2012．12．9 中山7着

2010．4．27生 牝3鹿 母 リュウシンティア 母母 ダンスロマンス 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビンセントチャンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウォーターシュート号・エイプリルメロディ号・フェアリーシチー号・マリンルック号
（非抽選馬） 3頭 アスカメイ号・グンシン号・レーヴドプランス号



11031 4月13日 晴 良 （25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00分 （ダート・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
1：43．3
1：41．7

良
不良

814 ツーオブアス 牝4黒鹿55 西村 太一�前川企画 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 462－ 61：48．2 9．3�
47 サンデースイセイ 牝5鹿 55

53 △嶋田 純次浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム B472－ 41：48．3� 8．7�
46 リアライズクレア 牝4栗 55 高倉 稜工藤 圭司氏 加藤 征弘 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538＋ 2 〃 ハナ 4．1�
815 サマーティアラ 牝5青鹿55 柴山 雄一セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 飛渡牧場 452＋14 〃 アタマ 44．3�
713 タニセンヴォイス 牝4栗 55 吉田 隼人染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 456－ 41：48．4� 3．5	
22 メジロカトリーヌ 牝6鹿 55 黛 弘人岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 488＋ 81：48．5� 10．3

59 マリントウショウ 牝4青鹿55 大野 拓弥トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466－ 2 〃 ハナ 16．8�
34 メテオーリカ 牝4黒鹿55 古川 吉洋吉田 照哉氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 436－101：48．81� 10．2�
11 カルトマリーヌ 牝6鹿 55 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 446＋ 2 〃 ハナ 33．0
35 � シンコーロマン 牝5芦 55 鮫島 良太豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 496－ 11：49．22� 236．7�
611 ラブリイステラ 牝5芦 55 勝浦 正樹�リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 502－ 41：49．41 20．7�
610 ラ ン ブ イ エ 牝5青 55 丸田 恭介吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム B482－14 〃 アタマ 9．5�
58 � フィールザライト 牝5黒鹿 55

52 ▲横山 和生櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 432＋141：49．5� 108．5�
712� ウイングオブソング 牝4鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 追分ファーム 444－141：49．71� 58．9�
23 クニコチャン 牝4栗 55 的場 勇人髙岡 義雄氏 矢野 英一 新冠 アサヒ牧場 B458± 01：49．8クビ 53．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，376，600円 複勝： 22，591，200円 枠連： 9，333，600円
馬連： 23，930，600円 馬単： 16，386，300円 ワイド： 13，919，300円
3連複： 35，144，000円 3連単： 53，826，800円 計： 190，508，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 280円 � 220円 � 140円 枠 連（4－8） 1，180円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 690円 �� 610円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 26，770円

票 数

単勝票数 計 153766 的中 � 13117（4番人気）
複勝票数 計 225912 的中 � 17727（5番人気）� 24398（3番人気）� 54774（1番人気）
枠連票数 計 93336 的中 （4－8） 5858（5番人気）
馬連票数 計 239306 的中 �� 7254（8番人気）
馬単票数 計 163863 的中 �� 2418（18番人気）
ワイド票数 計 139193 的中 �� 3101（13番人気）�� 5021（5番人気）�� 5829（4番人気）
3連複票数 計 351440 的中 ��� 6757（6番人気）
3連単票数 計 538268 的中 ��� 1484（54番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．7―31．3―44．5―58．0―1：10．1―1：22．7―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．1
1
3

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

2
4

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

ツーオブアス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Chichicastenango デビュー 2011．8．21 小倉1着

2009．2．26生 牝4黒鹿 母 チ ナ ン デ ガ 母母 European Style 12戦2勝 賞金 18，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。

11032 4月13日 晴 良 （25福島1）第3日 第8競走 2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時30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

510 メイショウタマカゼ 牡4栗 57 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 438－ 82：00．3 14．7�
12 マイネルスパーブ 牡4鹿 57 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 468± 02：00．62 7．8�
24 マ グ メ ル 牡4鹿 57 黛 弘人 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B468± 02：00．7クビ 15．5�
714 コスモユウチャン 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 中村 和夫 470＋ 6 〃 アタマ 7．2�
35 マツリダジャパン �6青 57 丸田 恭介髙橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 460－ 2 〃 ハナ 10．9	
11 アサクサマジック �4黒鹿 57

55 △杉原 誠人田原 慶子氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 510－ 6 〃 ハナ 3．8

36 ガッテンキャンパス 牡4鹿 57

54 ▲横山 和生栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 448－ 42：00．8クビ 17．8�
47 コウユータイセイ 牡5栗 57

55 △中井 裕二加治屋貞光氏 領家 政蔵 浦河 野村 正 480－ 42：01．01 12．2�
816� 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 486－ 2 〃 アタマ 6．3
611 チェルカトローバ 牝6鹿 55 中谷 雄太近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 452± 02：01．42� 245．0�
815 スズカチャンプ 牡4鹿 57 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 474－18 〃 ハナ 8．4�
48 シャイニーブラック �6黒鹿 57

55 △嶋田 純次小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 466－102：01．61� 57．8�
713 クラーロデルナ 牡4鹿 57 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 492－102：01．91� 44．2�
59 ビコーミハイル 牡4鹿 57 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 490± 02：02．0� 39．9�
23 ゴ ー ズ オ ン �5鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 小島牧場 514± 02：02．1クビ 88．3�
612� マヤノカデンツァ 牡4栗 57 柴山 雄一田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 470＋ 2 〃 クビ 107．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，608，400円 複勝： 21，936，500円 枠連： 9，921，300円
馬連： 24，501，800円 馬単： 16，408，900円 ワイド： 12，730，400円
3連複： 35，728，300円 3連単： 53，770，600円 計： 189，606，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 460円 � 250円 � 430円 枠 連（1－5） 1，580円

馬 連 �� 4，950円 馬 単 �� 10，210円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 1，770円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 12，940円 3 連 単 ��� 93，380円

票 数

単勝票数 計 146084 的中 � 7856（8番人気）
複勝票数 計 219365 的中 � 11919（9番人気）� 25978（3番人気）� 12990（8番人気）
枠連票数 計 99213 的中 （1－5） 4654（7番人気）
馬連票数 計 245018 的中 �� 3658（28番人気）
馬単票数 計 164089 的中 �� 1187（57番人気）
ワイド票数 計 127304 的中 �� 2087（25番人気）�� 1768（31番人気）�� 2121（24番人気）
3連複票数 計 357283 的中 ��� 2038（57番人気）
3連単票数 計 537706 的中 ��� 425（407番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―35．5―48．1―1：01．0―1：13．2―1：24．9―1：36．8―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウタマカゼ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2012．3．4 阪神8着

2009．4．27生 牡4栗 母 ダンシングブルーム 母母 シルヴァーキャップ 14戦2勝 賞金 17，485，000円
〔発走状況〕 アサクサマジック号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 アサクサマジック号は，発走調教再審査。
※チェルカトローバ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



11033 4月13日 晴 良 （25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 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
1：43．3
1：41．7

良
不良

815 アポロダッシュ 牡4栗 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 450－ 21：46．3 2．8�
814 コーラルビュー 牝5鹿 55 中舘 英二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 古川 雅且 478± 01：46．83 7．0�
34 ジョナパランセ 牡4栗 57

54 ▲横山 和生青木 基秀氏 坂口 正則 日高 グリーンヒルスタッド 492－121：47．01� 6．8�
47 ナリタタイフーン 牡4鹿 57

55 △中井 裕二�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 498－12 〃 ハナ 10．5�
35 � サンデンマックス 牡5鹿 57

54 ▲伴 啓太山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム 492－ 81：47．1� 95．0�
610� ラッキースター 牡5鹿 57 宮崎 北斗副島 義久氏 高市 圭二 浦河 モトスファーム 486± 01：47．31� 250．1	
712 ドラゴンフラッシュ 牡4栗 57

55 △杉原 誠人窪田 芳郎氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 500－ 21：47．4� 14．0

59 エ ス ペ リ ア 牡4栗 57 丸山 元気佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 452± 01：47．5� 4．4�
23 ヤマニンミミック 牝5黒鹿55 吉田 隼人土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 480＋ 41：47．82 20．0�
58 ゴールドジェーン 牝5鹿 55

52 ▲長岡 禎仁加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 442－ 81：48．43� 37．6
11 ファンタズミック 牡5鹿 57 柴山 雄一大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 500± 01：48．72 20．1�
713� ニホンピロルノン 牝4鹿 55 藤岡 康太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 450－ 61：49．44 66．1�
46 � サ プ ラ イ ズ 牡4鹿 57 松田 大作深見 富朗氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 468± 01：49．93 56．1�
22 ゴールドゲッター 牡4鹿 57 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 516＋ 81：50．1� 32．0�
611� カシノレインボー 牝4芦 55 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 日高 門別牧場 444＋ 41：51．16 311．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，704，800円 複勝： 23，496，500円 枠連： 11，059，100円
馬連： 29，529，200円 馬単： 21，002，700円 ワイド： 14，790，100円
3連複： 42，024，600円 3連単： 72，803，600円 計： 230，410，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 220円 � 210円 枠 連（8－8） 890円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 430円 �� 360円 �� 920円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 9，260円

票 数

単勝票数 計 157048 的中 � 45609（1番人気）
複勝票数 計 234965 的中 � 62943（1番人気）� 24342（4番人気）� 25388（3番人気）
枠連票数 計 110591 的中 （8－8） 9201（3番人気）
馬連票数 計 295292 的中 �� 22454（2番人気）
馬単票数 計 210027 的中 �� 11355（2番人気）
ワイド票数 計 147901 的中 �� 8829（3番人気）�� 10740（2番人気）�� 3643（11番人気）
3連複票数 計 420246 的中 ��� 12141（4番人気）
3連単票数 計 728036 的中 ��� 5803（12番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．2―12．5―12．6―12．2―12．6―12．7―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．7―43．2―55．8―1：08．0―1：20．6―1：33．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

アポロダッシュ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 グランドオペラ デビュー 2012．2．18 東京3着

2009．3．28生 牡4栗 母 キタノオペラ 母母 デーエスローマン 12戦2勝 賞金 20，450，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 マンボマンボ号・レチタティーヴォ号
（非抽選馬） 1頭 ロックシンガー号

11034 4月13日 晴 良 （25福島1）第3日 第10競走 ��2，600�
ひ う ち が た け

燧 ヶ 岳 特 別
発走14時40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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

23 カ ー マ イ ン 牡5鹿 57 高倉 稜 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 462± 02：40．0 7．2�
35 マイネルテンクウ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 508－ 22：40．21� 3．6�
12 モ ー レ ツ 牡6栗 57 中井 裕二小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 522－ 8 〃 クビ 11．6�
713� スタートセンス 牡5鹿 57 大野 拓弥河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 452± 02：40．41� 11．0�
510 バンダムラディウス 牡5栃栗57 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 460－ 8 〃 クビ 4．1	
36 カネトシカトリーヌ 牝4鹿 55 西田雄一郎兼松 利男氏 日吉 正和 新ひだか 田上 稔 424－ 62：40．5� 60．1

48 ケイアイジーニアス 牡4鹿 57 吉田 隼人亀田 和弘氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 456－ 22：40．6クビ 18．3�
59 � セルリアンディンゴ 牡5黒鹿57 古川 吉洋�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 474－ 4 〃 ハナ 133．0�
24 フェニックスソード 牡5鹿 57 柴山 雄一�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 酒井牧場 480＋ 42：40．7� 28．5
11 アメイジングアスク 牡5黒鹿57 鮫島 良太廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 下河辺牧場 430＋ 62：40．8� 44．2�
611� モンドナハト 牡5鹿 57 杉原 誠人伊藤 信之氏 松山 将樹 新ひだか 増本牧場 454－ 82：40．9� 259．9�
815� テナシティー 	4黒鹿57 伊藤 工真 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 446－ 8 〃 クビ 24．7�
714
 ヴァーチュスター 牝5鹿 55 松田 大作市川 義美氏 今野 貞一 米 Yoshimi

Ichikawa 474－ 62：41．0クビ 24．9�
612� スプリングオー 	4黒鹿57 横山 和生栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 バンブー牧場 450＋ 42：41．85 259．4�
47 メジロダイボサツ 牡5鹿 57 中舘 英二岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 456＋ 22：42．12 6．1�
816 ストーンヘンジ 牡5鹿 57 田中 博康 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－142：42．52� 40．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，215，700円 複勝： 33，631，900円 枠連： 12，405，400円
馬連： 39，710，400円 馬単： 26，137，100円 ワイド： 19，795，600円
3連複： 56，982，100円 3連単： 99，023，400円 計： 304，901，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 240円 � 140円 � 310円 枠 連（2－3） 1，080円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 600円 �� 930円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 19，800円

票 数

単勝票数 計 172157 的中 � 19003（4番人気）
複勝票数 計 336319 的中 � 32577（4番人気）� 89723（1番人気）� 22641（5番人気）
枠連票数 計 124054 的中 （2－3） 8513（3番人気）
馬連票数 計 397104 的中 �� 21339（5番人気）
馬単票数 計 261371 的中 �� 6297（9番人気）
ワイド票数 計 197956 的中 �� 8350（4番人気）�� 5117（11番人気）�� 7755（5番人気）
3連複票数 計 569821 的中 ��� 14275（8番人気）
3連単票数 計 990234 的中 ��� 3691（41番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―12．5―12．3―12．4―12．5―12．7―12．9―12．0―12．0―12．1―11．8―12．2

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�
13．1―24．6―37．1―49．4―1：01．8―1：14．3―1：27．0―1：39．9―1：51．9―2：03．9―2：16．0―2：27．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ー マ イ ン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．11．28 京都2着

2008．4．11生 牡5鹿 母 スカーレットレディ 母母 スカーレットローズ 20戦3勝 賞金 35，961，000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 オーミハピネス号・ボタモチ号



11035 4月13日 晴 良 （25福島1）第3日 第11競走 1，700�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，24．4．14以降25．4．7まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

ラジオ福島賞（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 476，000円 136，000円 68，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

815� セニョリータ 牝5鹿 53 中舘 英二水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 446－ 41：47．3 21．0�
58 カネトシリープイン 牡5芦 56 藤岡 康太兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 B478＋ 2 〃 クビ 8．2�
34 � エイトプリンス 牡5栗 55 杉原 誠人河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 426－101：47．62 7．8�
611 シルクキングリー 牡4鹿 56 丸山 元気有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 476＋121：47．7� 2．3�
712 アドマイヤジャコモ 牡5鹿 54 吉田 隼人近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 502－ 41：47．91� 11．2�
46 � シゲルクルミ 牡4鹿 54 宮崎 北斗森中 蕃氏 佐藤 吉勝 浦河 三枝牧場 474± 01：48．0クビ 34．4�
713 トウカイアストロ 牡4栗 53 木幡 初広内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 494＋ 41：48．21� 168．1	
35 ジェットヴォイス 牡6鹿 55 丸田 恭介本間 茂氏 石毛 善彦 日高 新井 昭二 490＋ 21：48．3� 15．3

59 シルクコスモス �6栗 54 松田 大作有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 454＋ 21：48．4� 43．7�
47 � ミラグロッサ 牝5栗 52 大野 拓弥 �社台レースホース庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 8 〃 ハナ 6．7
23 タイセイワイルド 牡6鹿 57 柴山 雄一田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 478－ 41：48．5� 18．7�
610 ナンヨースラッガー 牡6芦 53 西村 太一中村 德也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 518＋141：48．71� 171．7�
814� レッドアンバー 牡6栗 54 丹内 祐次�日進牧場 矢野 照正 浦河 日進牧場 484＋12 〃 クビ 25．1�
11 ブライティアトップ 牝4黒鹿52 高倉 稜小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 474－ 8 〃 アタマ 35．2�
22 ダークブレイズ 牡4黒鹿55 鮫島 良太 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 544＋ 21：48．91 37．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，012，600円 複勝： 37，257，900円 枠連： 26，418，300円
馬連： 98，130，100円 馬単： 58，757，700円 ワイド： 38，212，000円
3連複： 133，534，300円 3連単： 238，827，300円 計： 657，150，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，100円 複 勝 � 680円 � 260円 � 270円 枠 連（5－8） 2，950円

馬 連 �� 7，970円 馬 単 �� 18，560円

ワ イ ド �� 2，630円 �� 2，560円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 22，070円 3 連 単 ��� 157，660円

票 数

単勝票数 計 260126 的中 � 9763（8番人気）
複勝票数 計 372579 的中 � 12575（9番人気）� 40755（3番人気）� 38877（4番人気）
枠連票数 計 264183 的中 （5－8） 6619（14番人気）
馬連票数 計 981301 的中 �� 9090（31番人気）
馬単票数 計 587577 的中 �� 2337（66番人気）
ワイド票数 計 382120 的中 �� 3538（35番人気）�� 3636（34番人気）�� 7951（12番人気）
3連複票数 計1335343 的中 ��� 4467（78番人気）
3連単票数 計2388273 的中 ��� 1118（486番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―30．8―43．7―57．2―1：10．1―1：22．9―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．2
1
3
・（8，15）（3，13，14）（1，6）（5，11）（2，7，9，12）（4，10）・（8，15）13（3，6，14，11）（1，9，12）（5，10）（2，7）4

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

勝馬の
紹 介

�セニョリータ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス

2008．3．26生 牝5鹿 母 ミントシャイン 母母 ナオミシャイン 12戦3勝 賞金 34，516，000円
地方デビュー 2011．7．26 門別

〔騎手変更〕 ブライティアトップ号の騎手田中健は，第1競走での落馬負傷のため高倉稜に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 アグネスダリム号・ヴィーナススマイル号・キタサンシンガー号・クローバーリーフ号・ゴールドゼウス号・

サナシオン号・セトノシャンクス号・テルミーホワイ号・トミケンユークアイ号・トーホウベスト号・バルーン号・
バーチャルトラック号・ブリスコーラ号・メモリーパーミット号・ヤマチョウフェア号

11036 4月13日 晴 良 （25福島1）第3日 第12競走 ��1，200�
い お う じ

医 王 寺 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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

35 タイセイマテンロウ 牡5青鹿57 吉田 隼人田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 482± 01：09．5 12．4�
12 レ ー ガ ン 牡5青鹿57 佐久間寛志重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 486－ 81：09．71� 61．7�
47 ユキノアイオロス �5鹿 57 西村 太一井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 476＋10 〃 ハナ 14．6�
510 ヤマニンカヴァリエ 牡4鹿 57 柴山 雄一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 502－ 4 〃 クビ 4．0�
612 ディザイラブル 牝4黒鹿55 藤岡 康太�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント 412＋ 21：09．8� 7．0�
36 ラブグランデー 牝6鹿 55 大野 拓弥増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか パラダイス・ファーム 472－ 2 〃 ハナ 12．7	
611	 チアフルアイズ 牝5鹿 55 中舘 英二ラムダ組合 千田 輝彦 新ひだか フジワラフアーム 432－22 〃 クビ 101．0

59 	 スピログラフ 牡5鹿 57 松田 大作 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 アタマ 55．8�
48 アグネスマチュア 牡4鹿 57 中井 裕二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 476－ 81：09．9クビ 3．7
815
 サウンドマンデュロ 牡4青鹿57 鮫島 良太増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford

Stud Ltd 472＋ 6 〃 ハナ 10．2�
714 ユキノラムセス 牡6栗 57 西田雄一郎井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 472－121：10．0� 7．3�
816 キボウダクリチャン 牝4栗 55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 434－ 81：10．1� 61．9�
713 クィンビークイーン 牝6鹿 55 丸山 元気竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 448＋ 6 〃 アタマ 47．8�
11 	 ウォーターメジャー 牡5黒鹿57 津村 明秀山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 B472－ 81：10．2クビ 241．6�
23 ラブチャーミー 牝7鹿 55 古川 吉洋増田 陽一氏 牧田 和弥 新ひだか 松田 三千雄 466＋281：10．41� 85．3�
24 アフロディシアス 牝5鹿 55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新冠 村本牧場 436± 0 〃 クビ 25．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，138，700円 複勝： 34，975，800円 枠連： 17，773，900円
馬連： 58，540，500円 馬単： 37，047，000円 ワイド： 28，045，200円
3連複： 84，878，400円 3連単： 152，363，500円 計： 436，763，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 440円 � 820円 � 390円 枠 連（1－3） 9，900円

馬 連 �� 29，140円 馬 単 �� 56，610円

ワ イ ド �� 7，080円 �� 2，650円 �� 7，560円

3 連 複 ��� 127，320円 3 連 単 ��� 635，280円

票 数

単勝票数 計 231387 的中 � 14741（6番人気）
複勝票数 計 349758 的中 � 21487（7番人気）� 10450（10番人気）� 25261（5番人気）
枠連票数 計 177739 的中 （1－3） 1326（26番人気）
馬連票数 計 585405 的中 �� 1483（66番人気）
馬単票数 計 370470 的中 �� 483（125番人気）
ワイド票数 計 280452 的中 �� 969（66番人気）�� 2639（30番人気）�� 907（69番人気）
3連複票数 計 848784 的中 ��� 492（255番人気）
3連単票数 計1523635 的中 ��� 177（1337番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．3―11．6―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．5―46．1―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．0
3 3（5，15）（1，10，14）2（8，16）（4，7，9）6－（11，13，12） 4 ・（3，5，15，14）（1，2，10）（4，7，8，16）（9，6）11（13，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイマテンロウ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2010．8．1 新潟5着

2008．2．29生 牡5青鹿 母 キョウエイカナ 母母 シヤダイチヤツター 7戦2勝 賞金 15，955，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ミヤコライジング号・ローレルエナジー号
（非抽選馬） 3頭 ジャストザブレイン号・ナガレボシイチバン号・リネンヴィヴィッド号



（25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
良

競走回数 12回 出走頭数 188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

153，250，000円
8，340，000円
1，860，000円
13，620，000円
63，248，500円
4，888，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
185，044，700円
300，123，600円
131，757，000円
398，217，000円
265，178，800円
195，770，600円
562，940，600円
955，862，400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 2，994，894，700円

総入場人員 8，289名 （有料入場人員 6，494名）
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