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11073 4月28日 晴 良 （25福島1）第8日 第1競走 ��1，150�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

12 イサミノキセキ 牝3鹿 54
52 △中井 裕二前田 哲郎氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 404－ 21：10．1 23．1�

611 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 470－ 81：10．31 6．9�
815 バ ー ニ ー ズ 牡3栗 56 黛 弘人村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B472－14 〃 クビ 33．7�
11 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 428＋ 61：10．61� 11．7�
23 オシャレバンチョウ 牡3鹿 56 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 牧浦 充徳 新ひだか 藤本牧場 458± 0 〃 アタマ 40．5�
714 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± 01：10．7� 4．9

612 キャストロメファ 牝3鹿 54 大野 拓弥手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 442－ 41：10．91� 6．0�
816 ベルウッドジンプウ 牡3栗 56 丸山 元気鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 中田 英樹 458＋ 61：11．0クビ 10．9�
35 コンクエスト 牡3鹿 56 西村 太一古賀 和夫氏 和田 正道 浦河 宮内牧場 502－ 21：11．1� 75．3
36 メイショウゴウワン 牡3鹿 56 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 近藤牧場 454± 01：11．2� 3．0�
59 ラ サ イ ニ 牝3黒鹿54 上野 翔加藤 信之氏 小野 次郎 新冠 ヒノデファーム 476＋ 4 〃 クビ 38．8�
24 プティアノンス 牝3栗 54

52 △嶋田 純次有限会社シルク和田 雄二 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 386－ 41：12．37 253．5�

47 ダンツクレイン 牡3鹿 56
53 ▲伴 啓太山元 哲二氏 池添 兼雄 新冠 石田牧場 496＋101：12．51� 13．8�

510 バウティスタ 牝3栗 54 勝浦 正樹関 駿也氏 尾関 知人 宮城 関兵牧場 482－141：12．71� 70．9�
713 ダイメイチャーム 牝3鹿 54 西田雄一郎宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 478＋121：12．8クビ 281．1�
48 カシノリュウセイ �3黒鹿 56

53 ▲原田 和真柏木 務氏 蛯名 利弘 浦河 野村 正 426－ 4 〃 クビ 174．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 12，092，000円 複勝： 24，014，400円 枠連： 9，599，600円
馬連： 26，914，700円 馬単： 18，843，100円 ワイド： 15，714，100円
3連複： 41，890，300円 3連単： 61，940，500円 計： 211，008，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 780円 � 300円 � 1，130円 枠 連（1－6） 1，030円

馬 連 �� 8，170円 馬 単 �� 20，850円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 9，350円 �� 4，380円

3 連 複 ��� 89，870円 3 連 単 ��� 672，240円

票 数

単勝票数 計 120920 的中 � 4126（8番人気）
複勝票数 計 240144 的中 � 7727（8番人気）� 23915（4番人気）� 5145（10番人気）
枠連票数 計 95996 的中 （1－6） 6934（5番人気）
馬連票数 計 269147 的中 �� 2434（27番人気）
馬単票数 計 188431 的中 �� 667（62番人気）
ワイド票数 計 157141 的中 �� 1664（26番人気）�� 409（59番人気）�� 881（41番人気）
3連複票数 計 418903 的中 ��� 344（164番人気）
3連単票数 計 619405 的中 ��� 68（1128番人気）

ハロンタイム 9．6―11．0―11．4―12．3―12．4―13．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．6―32．0―44．3―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イサミノキセキ �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．8．18 小倉9着

2010．3．11生 牝3鹿 母 マリーンウィナー 母母 ドバイソプラノ 6戦1勝 賞金 6，250，000円
※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 エアーウェーブ号・ペドレリーア号・マルトクスパート号・ミススターレーン号

11074 4月28日 晴 良 （25福島1）第8日 第2競走 ��2，000�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
1：57．8
1：56．1

良
良

46 ナイトブルーミング 牝3芦 54 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 444± 02：00．7 6．7�
22 エリンジューム 牝3黒鹿54 大野 拓弥有限会社シルク高木 登 新ひだか 神垣 道弘 B462－ 22：00．8� 3．8�
33 スワンソング 牝3鹿 54 吉田 隼人 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456± 02：01．65 9．2�
34 メリオンジョー 牝3黒鹿54 中谷 雄太冨沢 敦子氏 畠山 重則 新ひだか 矢野牧場 454－ 4 〃 ハナ 85．3�
813 サイモンパルフェ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗澤田 昭紀氏 木村 哲也 日高 ヤナガワ牧場 482＋202：01．81 26．8�
57 ビットビエント 牝3鹿 54 松田 大作馬場 祥晃氏 今野 貞一 新冠 パカパカ

ファーム 438－ 6 〃 クビ 8．4�
58 ヒストリアドリーム 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 456＋102：02．01 22．1	
11 ローローローロー 牝3黒鹿54 伊藤 工真石川 幸司氏 中川 公成 新ひだか 坂本牧場 468＋ 42：02．21� 88．6

814 ルーベンスクラフト 牝3栗 54

52 △中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 474＋ 42：02．41� 3．1�

45 メイショウハッピー 牝3鹿 54 中舘 英二松本 好氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 500＋ 22：03．03� 6．5�
610 コパノメガミ 牝3黒鹿54 村田 一誠小林 祥晃氏 菊沢 隆徳 新ひだか 原 武久 462－ 82：03．21 44．5�
69 ライブリヘイロー 牝3鹿 54 古川 吉洋加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 454－ 4 〃 アタマ 247．0�
712 バトルトウショウ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹トウショウ産業� 小笠 倫弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 456 ―2：04．26 102．9�
711 バトルプレミヤ 牝3栗 54 田中 博康宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 元茂牧場 454－ 62：05．810 375．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，569，700円 複勝： 22，651，200円 枠連： 7，809，900円
馬連： 24，375，000円 馬単： 17，734，000円 ワイド： 13，336，000円
3連複： 33，651，900円 3連単： 55，045，700円 計： 188，173，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 220円 � 170円 � 270円 枠 連（2－4） 690円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 460円 �� 800円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 12，220円

票 数

単勝票数 計 135697 的中 � 16111（4番人気）
複勝票数 計 226512 的中 � 27173（5番人気）� 40368（2番人気）� 19682（6番人気）
枠連票数 計 78099 的中 （2－4） 8406（3番人気）
馬連票数 計 243750 的中 �� 17616（2番人気）
馬単票数 計 177340 的中 �� 5444（5番人気）
ワイド票数 計 133360 的中 �� 7406（3番人気）�� 3954（12番人気）�� 6413（7番人気）
3連複票数 計 336519 的中 ��� 12291（5番人気）
3連単票数 計 550457 的中 ��� 3327（28番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―11．9―12．4―12．6―12．5―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�
12．3―23．4―35．2―47．1―59．5―1：12．1―1：24．6―1：36．7―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナイトブルーミング �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 Shaadi デビュー 2012．6．24 福島6着

2010．4．11生 牝3芦 母 フックライン 母母 Hooked Bid 9戦1勝 賞金 9，100，000円
〔騎手変更〕 サイモンパルフェ号の騎手丸田恭介は，第7日第3競走での落馬負傷のため宮崎北斗に変更。
〔制裁〕 ナイトブルーミング号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 バトルプレミヤ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕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。
※バトルプレミヤ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 福島競馬 第８日



11075 4月28日 晴 良 （25福島1）第8日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時40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

46 メイショウドゥーマ 牡3黒鹿56 上村 洋行松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 478± 01：47．1 7．3�
47 ケツァルコアトル 牡3青鹿56 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 512± 0 〃 クビ 4．7�
814 シルバートーク 牡3芦 56 二本柳 壮加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 486＋ 61：47．41� 14．7�
35 ゴーイングベル 牡3芦 56 岡田 祥嗣田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 490＋161：47．5� 48．1�
712 ナムライットウセイ 牡3黒鹿56 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 464＋ 41：47．92� 2．8	
59 アキレスバイオ 牡3芦 56 吉田 隼人バイオ
 奥平 雅士 日高 中館牧場 482－ 61：48．21� 7．7�
58 ガ ル ム 牡3鹿 56 鮫島 良太 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 518± 01：48．52 14．5�
713 アルカサーバ 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 53．0
610 フ ァ リ ー ム 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 484＋10 〃 アタマ 73．2�
611 エンデュミオン 牡3栗 56 西田雄一郎藤田 宗平氏 本間 忍 日高 日西牧場 500－ 6 〃 アタマ 66．7�
34 シークレットゾーン 牡3鹿 56 松田 大作小林 久義氏 鈴木 孝志 新ひだか 神垣 道弘 490－ 6 〃 アタマ 11．8�
23 ゴールドライト 牡3栗 56 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 498－ 41：48．6� 33．9�
22 アービバラスボーイ 牡3黒鹿56 大野 拓弥古川 智洋氏 萱野 浩二 日高 賀張三浦牧場 450＋ 21：49．23� 121．6�
815 グランデアリュール 牡3鹿 56 丹内 祐次吉野 弘司氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム 476－ 21：49．51� 17．2�
11 カヤトースト 牡3栗 56 勝浦 正樹金子真人ホール

ディングス
 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 B510＋ 21：50．03 34．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 14，238，900円 複勝： 24，831，200円 枠連： 9，729，600円
馬連： 23，286，200円 馬単： 17，294，900円 ワイド： 14，652，800円
3連複： 35，220，700円 3連単： 52，339，900円 計： 191，594，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 230円 � 200円 � 350円 枠 連（4－4） 1，810円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，670円 �� 800円

3 連 複 ��� 6，560円 3 連 単 ��� 36，170円

票 数

単勝票数 計 142389 的中 � 15582（3番人気）
複勝票数 計 248312 的中 � 30109（3番人気）� 36614（2番人気）� 16387（6番人気）
枠連票数 計 97296 的中 （4－4） 3972（9番人気）
馬連票数 計 232862 的中 �� 10650（5番人気）
馬単票数 計 172949 的中 �� 3527（11番人気）
ワイド票数 計 146528 的中 �� 5855（4番人気）�� 2069（23番人気）�� 4572（8番人気）
3連複票数 計 352207 的中 ��� 3963（18番人気）
3連単票数 計 523399 的中 ��� 1068（94番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．0―42．8―56．3―1：09．0―1：21．8―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウドゥーマ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 メジロブライト デビュー 2012．12．1 中京10着

2010．1．29生 牡3黒鹿 母 コスモスプラッシュ 母母 スプライトパッサー 8戦1勝 賞金 9，050，000円
〔騎手変更〕 シークレットゾーン号の騎手丸田恭介は，第7日第3競走での落馬負傷のため松田大作に変更。
〔制裁〕 メイショウドゥーマ号の騎手上村洋行は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
※アービバラスボーイ号・メイショウドゥーマ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

11076 4月28日 晴 良 （25福島1）第8日 第4競走 ��
��2，600�サラブレッド系3歳

発走11時10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

78 スノーストーム 牡3栗 56 勝浦 正樹 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 476± 02：42．3 4．4�
79 ローレルナガバナシ 牡3栗 56 丹内 祐次 �ローレルレーシング 清水 英克 浦河 グランデファーム B458－ 22：43．04 13．9�
810 ゲンキチタチカゼ 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次荒井 壽明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン
牧場 460＋ 2 〃 クビ 14．1�

66 エーシンヴィガー 牡3鹿 56
54 △中井 裕二�栄進堂 高野 友和 浦河 小柳牧場 464－ 4 〃 ハナ 2．7�

67 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 B460＋ 22：43．21� 3．2	

44 マイネカトレア 牝3栗 54 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B438± 02：43．41� 30．8


22 カツトシクン 牡3栗 56 田中 博康吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 458－ 42：43．5	 25．5�
811 エーブドラエモン 牡3鹿 56 的場 勇人 �レーシングホース

ジャパン 清水 英克 新ひだか 出羽牧場 B454± 02：43．81	 16．8�
11 トゥイードルダム 
3鹿 56 松田 大作吉田 和美氏 吉村 圭司 日高 日高大洋牧場 B460－ 22：44．33 74．0
55 アースストライカー 牡3鹿 56 村田 一誠西山 茂行氏 宮本 博 新冠 川上牧場 478－ 62：44．51� 20．2�
33 アルファエンゼル 牡3鹿 56 丸山 元気�貴悦 和田正一郎 新ひだか 田上 稔 486－ 12：46．5大差 100．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 12，776，500円 複勝： 21，001，700円 枠連： 8，011，900円
馬連： 22，656，100円 馬単： 18，751，200円 ワイド： 13，281，700円
3連複： 33，613，900円 3連単： 68，806，700円 計： 198，899，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 380円 � 440円 枠 連（7－7） 3，180円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，020円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 8，570円 3 連 単 ��� 39，580円

票 数

単勝票数 計 127765 的中 � 23027（3番人気）
複勝票数 計 210017 的中 � 35924（3番人気）� 13331（5番人気）� 11284（7番人気）
枠連票数 計 80119 的中 （7－7） 1860（8番人気）
馬連票数 計 226561 的中 �� 5256（9番人気）
馬単票数 計 187512 的中 �� 2824（12番人気）
ワイド票数 計 132817 的中 �� 6414（5番人気）�� 3189（11番人気）�� 1487（22番人気）
3連複票数 計 336139 的中 ��� 2896（23番人気）
3連単票数 計 688067 的中 ��� 1283（104番人気）

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

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�
13．0―24．3―36．6―48．9―1：01．8―1：14．6―1：27．3―1：40．3―1：53．1―2：05．5―2：18．2―2：30．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．2―3F36．8
1
�
3（9，11）4，10－8，1（6，7）－5，2・（3，11，4）9（10，8）（1，6，7）5，2

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

勝馬の
紹 介

スノーストーム �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 Woodman デビュー 2012．9．16 中山4着

2010．2．8生 牡3栗 母 マチカネササメユキ 母母 Russian Ballet 8戦1勝 賞金 8，100，000円



11077 4月28日 晴 良 （25福島1）第8日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11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
1：07．0
1：06．5

良
良

46 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 460－ 41：09．8 8．1�
34 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 484＋ 41：10．54 5．1�
814 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 432－ 4 〃 クビ 2．0�
11 ショウリュウバイオ 牡3栗 56 鮫島 良太バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：11．03 7．7�
58 � ロケットダッシュ 牡3鹿 56 松田 大作 �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest

Farms LLC 472－ 41：11．21� 10．6	
35 キタノマティーニ 牝3青鹿54 村田 一誠北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 見上牧場 436 ―1：11．3	 110．6

610 ダイワマザーランド 牝3栗 54 宮崎 北斗大城 敬三氏 田中 剛 新ひだか 折手牧場 438－ 2 〃 アタマ 185．6�
59 ヤマニンモントル 牡3黒鹿56 田中 博康土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 464＋ 81：11．51
 75．0�
47 ルルドバシリカ 牡3青鹿56 的場 勇人日下部勝德氏 高橋 義博 青森 長谷地 義正 454＋ 4 〃 アタマ 169．7
712 ホワイトコーヒー 牡3芦 56 吉田 隼人保坂 和孝氏 木村 哲也 新ひだか グランド牧場 452＋121：12．24 8．5�
611 フクノスーパーベガ 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生福島 実氏 新開 幸一 えりも エクセルマネジメント 424＋ 2 〃 クビ 70．2�
22 カミノセンプー 牡3栗 56 木幡 初広村上 正喜氏 南田美知雄 青森 マルシチ牧場 410－ 41：12．62� 128．3�
713 ファスリエフパレス 牡3鹿 56 中舘 英二小林 量氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 444± 01：12．7クビ 74．2�
815 サンマルグレース 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁相馬 勇氏 山内 研二 日高 荒井ファーム 418－ 21：13．76 39．7�
23 デルマアズキアライ 牡3鹿 56 西田雄一郎浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 478 ― 〃 ハナ 143．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，567，500円 複勝： 24，863，000円 枠連： 9，380，200円
馬連： 28，234，800円 馬単： 22，900，300円 ワイド： 14，765，000円
3連複： 37，039，600円 3連単： 67，906，400円 計： 222，656，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 160円 � 130円 � 110円 枠 連（3－4） 1，250円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 420円 �� 330円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 9，600円

票 数

単勝票数 計 175675 的中 � 17197（4番人気）
複勝票数 計 248630 的中 � 31710（3番人気）� 52730（2番人気）� 73435（1番人気）
枠連票数 計 93802 的中 （3－4） 5574（6番人気）
馬連票数 計 282348 的中 �� 11729（6番人気）
馬単票数 計 229003 的中 �� 4475（14番人気）
ワイド票数 計 147650 的中 �� 7620（5番人気）�� 10676（2番人気）�� 22493（1番人気）
3連複票数 計 370396 的中 ��� 27595（1番人気）
3連単票数 計 679064 的中 ��� 5224（23番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．2―11．7―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．6―46．3―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アクアブルーバレー �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2012．12．2 阪神12着

2010．2．10生 牝3栗 母 タカノバレリーナ 母母 オオミーアキノ 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 ホワイトコーヒー号の騎手吉田隼人は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・2番）

ダイワマザーランド号の騎手宮崎北斗は，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：13
番・12番・5番・9番）
ロケットダッシュ号の騎手松田大作は，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：13番・12番・5番・9
番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルグレース号・デルマアズキアライ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
平成25年5月28日まで平地競走に出走できない。

※出走取消馬 ダイキチサブロウ号（疾病〔右前挫跖〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 モルフェキッド号
（非抽選馬） 1頭 レディーピンク号

11078 4月28日 晴 良 （25福島1）第8日 第6競走 ��
��1，150�サラブレッド系4歳以上

発走12時30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

36 � 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 470－ 61：08．9 6．7�

713 コップヒヤザケ 牡4鹿 57 中舘 英二大久保與志雄氏 鹿戸 雄一 浦河 杵臼牧場 480＋10 〃 ハナ 3．9�
24 モリトブイコール 	5栗 57

54 ▲横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 472± 0 〃 クビ 11．2�
714
 シゲルカイチョウ 牡5黒鹿 57

55 △中井 裕二森中 蕃氏 服部 利之 米 Dr. John
Piconi 498－ 21：09．21� 2．7�

611
 ユーディドイット 牡5鹿 57 西村 太一藤田 在子氏 土田 稔 米 Yoshio Fujita 472＋ 21：09．41� 77．1�
59 ヘンリーフォンテン 牡4鹿 57 勝浦 正樹吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 476＋ 21：09．5クビ 11．8�
816 ツクバヴァンクール 牡4鹿 57 大野 拓弥細谷 武史氏 田中 清隆 日高 正和山本牧場 446± 0 〃 クビ 107．3	
23 マースストロング 牡4栗 57 古川 吉洋キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 鮫川 啓一 476＋161：09．81� 31．7

11 � カシノデューク 牡4栗 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 490＋ 41：09．9クビ 12．5�
612
 タツショウワ 牡4栗 57 吉田 隼人�大西牧場 鮫島 一歩 米 New Century

Bloodstock, LLC 492－181：10．0� 50．5
48 タイセイマグナム 牡5栗 57 松田 大作田中 成奉氏 浜田多実雄 新冠 松本 信行 B514－ 8 〃 クビ 16．8�
35 
 ホウショウマツエ 牝6栗 55 西田雄一郎芳賀 吉孝氏 藤原 辰雄 米 Green

Gates Farm 456－ 71：10．95 335．7�
510� スターペスジンタ 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁河野和香子氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 440＋ 41：11．0クビ 20．0�
12 � ギャラントブーボ 牡7栗 57 的場 勇人志野まつの氏 的場 均 日高 タバタファーム 516＋ 91：11．32 332．7�
47 � ゼ ニ ト ッ タ 牡5鹿 57 丸山 元気萩 英男氏 奥平 雅士 日高 中川 哲也 470＋ 21：11．72� 26．7�
815
 アスターポメリー 牡5栗 57 荻野 要加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Joanne Crowe &

Donald Crowe 442－ 2 （競走中止） 213．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，530，700円 複勝： 24，479，900円 枠連： 12，301，900円
馬連： 29，240，700円 馬単： 22，073，900円 ワイド： 17，684，700円
3連複： 42，477，400円 3連単： 69，512，800円 計： 236，302，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 190円 � 200円 � 260円 枠 連（3－7） 470円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 610円 �� 590円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 4，540円 3 連 単 ��� 23，340円

票 数

単勝票数 計 185307 的中 � 21883（3番人気）
複勝票数 計 244799 的中 � 37562（2番人気）� 35137（3番人気）� 22083（4番人気）
枠連票数 計 123019 的中 （3－7） 19434（1番人気）
馬連票数 計 292407 的中 �� 15906（3番人気）
馬単票数 計 220739 的中 �� 5262（7番人気）
ワイド票数 計 176847 的中 �� 7369（5番人気）�� 7612（3番人気）�� 3631（14番人気）
3連複票数 計 424774 的中 ��� 6919（12番人気）
3連単票数 計 695128 的中 ��� 2198（48番人気）

ハロンタイム 9．5―11．0―11．1―11．8―12．2―13．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�グリーディーボス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス

2009．2．16生 牡4栗 母 セシルカット 母母 ダイナカール 8戦1勝 賞金 12，800，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

〔騎手変更〕 マースストロング号の騎手丸田恭介は，第7日第3競走での落馬負傷のため古川吉洋に変更。
〔競走中止〕 アスターポメリー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トーホウサターン号



11079 4月28日 晴 良 （25福島1）第8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）

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

713 タングルジャングル 牡5鹿 57 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 466＋ 61：46．2 4．6�

815� シルクプラズマ 牡5黒鹿57 松田 大作有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 462± 01：46．3� 6．6�
712 エーティーオヤブン 牡4栗 57 鮫島 良太荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 478＋ 41：46．72� 18．5�
610 ドリームリーグ 牡4栗 57 大野 拓弥セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 506± 01：47．02 4．0�
58 エーシンデューク 牡4青鹿57 中舘 英二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 490－ 21：47．53 3．6�
46 カバリノランパンテ 牡4栗 57 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 土田 稔 日高 天羽 禮治 468＋ 81：47．6� 127．2	
23 � レチタティーヴォ 	6鹿 57 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 日高 横井 哲 434± 01：47．7� 36．0

11 サ ル ゴ ン 牡4鹿 57 丸山 元気�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 484－ 21：47．8クビ 71．1�
22 トキノビスコンティ 牡4栗 57 西田雄一郎中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 498＋201：47．9� 78．6�
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 496＋ 4 〃 アタマ 31．3
814� ヴァリュービジョン 牡4黒鹿57 伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 村上 雅規 510＋121：48．43 68．9�
34 エスペランサシチー 牡4芦 57 村田 一誠 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 B500＋ 4 〃 アタマ 13．6�
47 アイアンラチェット 牡6黒鹿57 岡田 祥嗣池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 490－101：48．61� 44．8�
59 ランドフォール 牡4鹿 57

54 ▲山崎 亮誠大社 聡氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B472＋ 21：49．34 10．3�
（14頭）

611� ラブトゥオール 牡4黒鹿57 上村 洋行安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 16，614，000円 複勝： 23，489，000円 枠連： 9，857，900円
馬連： 26，613，900円 馬単： 19，203，500円 ワイド： 14，925，100円
3連複： 37，107，700円 3連単： 60，773，100円 計： 208，584，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 220円 � 200円 � 430円 枠 連（7－8） 1，130円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，820円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 9，640円 3 連 単 ��� 55，860円

票 数

単勝票数 差引計 166140（返還計 88） 的中 � 29020（3番人気）
複勝票数 差引計 234890（返還計 62） 的中 � 29408（4番人気）� 35800（3番人気）� 12020（7番人気）
枠連票数 差引計 98579（返還計 4 ） 的中 （7－8） 6482（5番人気）
馬連票数 差引計 266139（返還計 549） 的中 �� 12707（6番人気）
馬単票数 差引計 192035（返還計 319） 的中 �� 5455（9番人気）
ワイド票数 差引計 149251（返還計 269） 的中 �� 7509（4番人気）�� 1936（24番人気）�� 2426（21番人気）
3連複票数 差引計 371077（返還計 1436） 的中 ��� 2841（34番人気）
3連単票数 差引計 607731（返還計 2665） 的中 ��� 803（169番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―12．2―12．3―12．7―12．6―12．7―12．6―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．4―42．7―55．4―1：08．0―1：20．7―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タングルジャングル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Fairy King デビュー 2010．11．6 東京2着

2008．3．23生 牡5鹿 母 ホクセツエレガンス 母母 Jungle Jezebel 15戦2勝 賞金 27，327，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔出走取消〕 ラブトゥオール号は，疾病〔右上眼瞼部裂創〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 エーシンデューク号の騎手丸田恭介は，第7日第3競走での落馬負傷のため中舘英二に変更。
〔制裁〕 トキノビスコンティ号の騎手西田雄一郎は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・4番）

11080 4月28日 晴 良 （25福島1）第8日 第8競走 ��1，200�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
1：07．0
1：06．5

良
良

12 モエレフルール 牝4黒鹿55 大野 拓弥中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 486＋ 21：08．5 3．6�
35 � アドマイヤシャドウ 牡4鹿 57 鮫島 良太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 480± 01：09．03 3．2�
714� クロンドローリエ 牝6青鹿 55

52 ▲横山 和生 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 426＋ 21：09．31� 6．6�

11 レヴァンタール �4鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 436＋ 41：09．61� 8．7�
48 レッドアンジェリカ 牝5鹿 55 丸山 元気 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 478－ 6 〃 クビ 20．2�
23 デイジーバローズ 牝4栗 55 吉田 隼人猪熊 広次氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 458＋ 61：09．7	 25．4	
47 � ツキミハナミ 牡4芦 57

55 △中井 裕二木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 本桐牧場 458－ 61：09．8	 7．4

510 ショウナンアトム 牡7鹿 57

54 ▲城戸 義政国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 木戸口 昌治 476－ 81：09．9� 84．8�
59 � ダ ー ク ラ ム 牡5黒鹿57 西田雄一郎�ジェイアール 黒岩 陽一 日高 賀張三浦牧場 488＋ 41：10．11	 151．3�
36 グランサンク 牝5栗 55 木幡 初広村木 隆氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 B484＋ 41：10．2クビ 15．2
24 � トウショウドライヴ 牡5鹿 57 村田 一誠野島 春男氏 南田美知雄 新ひだか 片岡 博 428－271：10．3	 121．9�
816 フロールジェナ 牝5鹿 55 村上 忍小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 440＋ 21：10．62 265．0�

（岩手）

713 クィンビークイーン 牝6鹿 55 勝浦 正樹竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 448± 01：10．7� 26．8�
612 キンシツーストン 牡4鹿 57 上村 洋行若草クラブ 浅見 秀一 様似 ホウセイ牧場 480± 01：10．91
 173．3�
611� アストライオス 牡4栗 57 宮崎 北斗�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 酒井牧場 B440－101：11．32	 38．3�
815 スマイルオブライフ 牝4鹿 55 中谷 雄太�ターフ・スポート粕谷 昌央 新ひだか 平野牧場 486＋ 21：11．51	 88．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，869，500円 複勝： 22，442，300円 枠連： 10，206，600円
馬連： 28，466，600円 馬単： 20，874，800円 ワイド： 14，737，200円
3連複： 39，890，700円 3連単： 69，937，100円 計： 222，424，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 150円 � 180円 枠 連（1－3） 410円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 250円 �� 460円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 5，960円

票 数

単勝票数 計 158695 的中 � 35555（2番人気）
複勝票数 計 224423 的中 � 44446（1番人気）� 42143（2番人気）� 31132（3番人気）
枠連票数 計 102066 的中 （1－3） 18566（1番人気）
馬連票数 計 284666 的中 �� 35432（1番人気）
馬単票数 計 208748 的中 �� 11200（2番人気）
ワイド票数 計 147372 的中 �� 17060（1番人気）�� 7486（2番人気）�� 7437（3番人気）
3連複票数 計 398907 的中 ��� 23331（2番人気）
3連単票数 計 699371 的中 ��� 8663（5番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．3―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．2―45．5―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モエレフルール �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2011．9．19 札幌4着

2009．3．29生 牝4黒鹿 母 ドクターノーヴァ 母母 マ ガ ロ 11戦2勝 賞金 28，026，000円
〔騎手変更〕 モエレフルール号の騎手丸田恭介は，第7日第3競走での落馬負傷のため大野拓弥に変更。
※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 ナーゴナーゴサユリ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



11081 4月28日 晴 良 （25福島1）第8日 第9競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走14時05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
1：57．8
1：56．1

良
良

67 � トーセンノーブル 牝5鹿 55 勝浦 正樹島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ
スティファーム 498－ 22：00．3 19．9�

66 インダクティ 牝5黒鹿55 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 404± 0 〃 クビ 5．4�
11 マイネアルナイル 牝4青鹿55 丸山 元気 �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 484＋ 22：00．4クビ 5．7�
55 セ ミ ニ ョ ン 牝5鹿 55

53 △中井 裕二伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン
牧場 454－ 22：00．61� 3．3	

79 アンリミテッドピサ 牝5鹿 55 松田 大作市川 義美氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438－ 22：01．02� 16．7


22 セプタードアイル 牝4黒鹿55 大野 拓弥 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 ハナ 6．8�
33 ソロデビュー 牝4黒鹿55 西村 太一�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 494－ 42：01．21� 8．0�
44 チェルカトローバ 牝6鹿 55 西田雄一郎近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 452± 02：01．41� 113．0
811 セクシイスイート 牝5鹿 55

52 ▲横山 和生平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 502＋ 62：01．61 8．0�
810 サクラオードシエル 牝4青鹿55 宮崎 北斗�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 482－18 〃 クビ 15．2�
78 � ロ ゼ ブ ル ー 牝5鹿 55 村上 忍 �ブルーマネジメント高橋 文雅 新ひだか 加野牧場 438－ 82：04．2大差 97．4�

（岩手）

（11頭）

売 得 金
単勝： 17，140，100円 複勝： 27，306，000円 枠連： 9，760，400円
馬連： 32，915，000円 馬単： 26，513，900円 ワイド： 17，853，800円
3連複： 46，458，400円 3連単： 92，429，500円 計： 270，377，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，990円 複 勝 � 470円 � 210円 � 200円 枠 連（6－6） 5，770円

馬 連 �� 6，680円 馬 単 �� 16，530円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 1，610円 �� 500円

3 連 複 ��� 11，580円 3 連 単 ��� 96，080円

票 数

単勝票数 計 171401 的中 � 6796（9番人気）
複勝票数 計 273060 的中 � 12838（7番人気）� 36989（3番人気）� 39772（2番人気）
枠連票数 計 97604 的中 （6－6） 1250（22番人気）
馬連票数 計 329150 的中 �� 3638（28番人気）
馬単票数 計 265139 的中 �� 1184（61番人気）
ワイド票数 計 178538 的中 �� 2360（26番人気）�� 2626（23番人気）�� 9659（4番人気）
3連複票数 計 464584 的中 ��� 2963（46番人気）
3連単票数 計 924295 的中 ��� 710（321番人気）

ハロンタイム 11．9―11．3―11．6―11．7―12．2―12．8―12．1―12．3―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
11．9―23．2―34．8―46．5―58．7―1：11．5―1：23．6―1：35．9―1：48．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�トーセンノーブル �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 コマンダーインチーフ （1戦0勝 賞金 0円）

2008．3．28生 牝5鹿 母 トーセンブライダル 母母 タイムスリップ 6戦1勝 賞金 8，100，000円
地方デビュー 2010．5．27 門別

〔騎手変更〕 インダクティ号の騎手丸田恭介は，第7日第3競走での落馬負傷のため木幡初広に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

11082 4月28日 晴 良 （25福島1）第8日 第10競走 ��
��1，700�

たきざくら

滝 桜 賞
発走14時40分 （ダート・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

814 モンシュシュ 牝3鹿 54 松田 大作 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 480＋ 41：45．8 4．4�
47 ラローザブル 牡3栗 56 西田雄一郎髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B478± 01：45．9� 8．7�
11 ショウナンアズサ 牝3鹿 54 勝浦 正樹国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 484－ 81：46．11 3．0�
35 ダノンアイガー 牡3芦 56 吉田 隼人�ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 494＋ 41：46．41� 3．9�
58 ブルーバレット 牝3黒鹿54 中谷 雄太泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 452± 01：46．61� 28．3�
713 ゼンノコリオリ 牡3鹿 56 村田 一誠大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 452－ 61：46．7	 34．0	
611 フクノカシオペア 牝3栗 54 黛 弘人福島 実氏 小島 茂之 浦河 バンブー牧場 476± 01：47．02 110．9

22 カ ッ シ ー ニ 牡3鹿 56 宮崎 北斗松田 整二氏 田島 俊明 浦河 木戸口牧場 530± 01：47．21� 39．7�
610 セトノプロミス 牡3鹿 56 古川 吉洋難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 480－ 21：47．73 18．6�
46 カ ミ ー リ ア 牝3鹿 54 中井 裕二名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 476＋ 21：48．02 26．6
23 アディシオン 牝3鹿 54 嶋田 純次島川 利子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 490＋ 21：48．21� 63．9�
712 キュウシュウソダチ 牡3鹿 56 原田 和真西村新一郎氏 蛯名 利弘 鹿児島 服部 文明 444－ 21：48．3クビ 379．7�
59 
 ヴェルシュナイダー 牡3栗 56 村上 忍玉田 博志氏 菅原 勲 浦河 上山牧場 468－ 21：49．15 175．4�

（岩手） （岩手）

815 ル ー 牡3鹿 56 上村 洋行武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 前田 宗将 460－ 2 〃 アタマ 48．6�
34 リアルエンブレム 牡3鹿 56 中舘 英二 �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 516＋ 21：49．2	 11．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，918，600円 複勝： 31，363，800円 枠連： 15，253，700円
馬連： 53，963，600円 馬単： 35，999，800円 ワイド： 23，251，400円
3連複： 70，778，900円 3連単： 131，063，500円 計： 383，593，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 230円 � 150円 枠 連（4－8） 1，430円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 590円 �� 360円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 11，130円

票 数

単勝票数 計 219186 的中 � 39941（3番人気）
複勝票数 計 313638 的中 � 53181（3番人気）� 30026（4番人気）� 66360（2番人気）
枠連票数 計 152537 的中 （4－8） 7884（6番人気）
馬連票数 計 539636 的中 �� 22510（5番人気）
馬単票数 計 359998 的中 �� 9322（8番人気）
ワイド票数 計 232514 的中 �� 9424（6番人気）�� 17025（3番人気）�� 9069（7番人気）
3連複票数 計 707789 的中 ��� 31354（2番人気）
3連単票数 計1310635 的中 ��� 8694（20番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．7―12．4―12．8―12．6―12．3―12．7―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．5―41．9―54．7―1：07．3―1：19．6―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モンシュシュ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2012．12．16 中京1着

2010．3．11生 牝3鹿 母 シ ン デ ィ 母母 Dance Design 5戦2勝 賞金 20，500，000円
※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） 6頭 アルテミシア号・アンルーリー号・イスカンダル号・ゴールドメイン号・ビービーボイジャー号・

ポルスターシャイン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



11083 4月28日 晴 良 （25福島1）第8日 第11競走 ��
��1，200�福島民友カップ

発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：55�，牝馬2�減，収得
賞金1，000万円超過馬は超過額1，100万円毎1�増，�：55�，牝馬2�減，GⅠ競走1
着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�増，GⅢ競走1着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

福島民友新聞社長賞（1着）
賞 品

本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000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

12 アウトクラトール 牡8鹿 56 伊藤 工真 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 482－ 41：08．2 65．6�
36 フォーエバーマーク 牝5鹿 54 中舘 英二青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 510－ 21：08．51	 6．7�
48 エーシンダックマン 牡6鹿 58 木幡 初広�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 490－ 21：08．6
 19．2�
611 レッドスパーダ 牡7鹿 58 古川 吉洋 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 546＋12 〃 ハナ 5．7�
35 セイクレットレーヴ 牡4鹿 56 丸山 元気嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 470－ 4 〃 ハナ 10．7	
23 ブラボースキー 牡5栗 56 松田 大作松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 500－10 〃 クビ 29．1

24 カラフルデイズ 牝5栗 54 鮫島 良太 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 6 〃 ハナ 10．3�
59 � ポアゾンブラック 牡4青鹿56 上村 洋行村上 憲政氏 本田 優 日高 出口牧場 530＋ 61：08．7
 3．7�
815 アンシェルブルー 牝6黒鹿53 中井 裕二矢野 秀春氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 470＋ 81：08．8クビ 49．2
11 エイシンオスマン 牡5鹿 55 村田 一誠�栄進堂 坂口 正則 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング 476＋ 41：08．9
 40．3�
612 ニシノステディー 牝5栗 54 大野 拓弥西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 486＋ 2 〃 クビ 25．8�
510 ガ ン ダ ー ラ 牡7栗 57 岡田 祥嗣林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 466－ 61：09．0クビ 90．2�
714 ファインチョイス 牝4鹿 53 勝浦 正樹宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 456－141：09．21
 36．8�
713 ビウイッチアス 牝4黒鹿55 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 440－ 41：09．3クビ 19．4�
816� ヘニーハウンド 牡5栗 55 的場 勇人林 正道氏 矢作 芳人 米 Gulf Coast

Farms, LLC 500－ 21：09．51 6．3�
47 キョウワマグナム 牡6鹿 56 吉田 隼人�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 530－ 6 〃 アタマ 24．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，263，700円 複勝： 60，961，000円 枠連： 33，208，600円
馬連： 148，593，300円 馬単： 85，342，300円 ワイド： 55，188，300円
3連複： 211，575，800円 3連単： 350，679，000円 計： 986，812，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，560円 複 勝 � 1，190円 � 250円 � 570円 枠 連（1－3） 4，460円

馬 連 �� 28，150円 馬 単 �� 80，650円

ワ イ ド �� 6，670円 �� 11，390円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 131，330円 3 連 単 ��� 1，181，750円

票 数

単勝票数 計 412637 的中 � 4958（15番人気）
複勝票数 計 609610 的中 � 11826（15番人気）� 76460（2番人気）� 26854（7番人気）
枠連票数 計 332086 的中 （1－3） 5501（21番人気）
馬連票数 計1485933 的中 �� 3896（76番人気）
馬単票数 計 853423 的中 �� 781（176番人気）
ワイド票数 計 551883 的中 �� 2025（77番人気）�� 1179（100番人気）�� 6330（24番人気）
3連複票数 計2115758 的中 ��� 1189（308番人気）
3連単票数 計3506790 的中 ��� 219（2138番人気）

ハロンタイム 11．7―10．1―10．7―11．6―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．8―32．5―44．1―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アウトクラトール �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 メジロライアン デビュー 2008．1．6 京都3着

2005．4．12生 牡8鹿 母 ツ ァ リ ー ヌ 母母 ランフォアロージス 49戦7勝 賞金 152，919，000円
〔騎手変更〕 ヘニーハウンド号の騎手丸田恭介は，第7日第3競走での落馬負傷のため的場勇人に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）18頭 アグネスワルツ号・アフォード号・アースソニック号・アーリーデイズ号・エスケープマジック号・

クリーンエコロジー号・ゴールドバシリスク号・シセイオウジ号・ダイワズーム号・ダローネガ号・
チョイワルグランパ号・ドスライス号・ビッグウィーク号・フィールドシャイン号・ボストンエンペラー号・
ユーロビート号・ラフレーズカフェ号・レオンビスティー号

11084 4月28日 晴 良 （25福島1）第8日 第12競走 ��
��1，800�

じ ょ う ど だ い ら

浄 土 平 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 532，000円 152，000円 76，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：44．1

良
良

22 フィロパトール 牝4鹿 55 嶋田 純次高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 466－ 21：48．2 3．3�
55 マイネルナタリス 牡6黒鹿57 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 468± 01：48．41� 6．4�
33 キタサンパイロット 牡4鹿 57 松田 大作�大野商事 清水 久詞 新ひだか 木田 祐博 460＋ 2 〃 アタマ 17．8�
11 マツリダジャパン 	6青 57 黛 弘人髙橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 2 〃 アタマ 10．2�
44 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 460－ 41：48．71
 11．8	
56 シュピッツェ 牝4鹿 55 勝浦 正樹吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 482＋161：48．91� 3．7

811 デュアルサクセス 牡6黒鹿57 丸山 元気吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 450－ 81：49．21
 15．4�
710� スナーククラウン 牡4鹿 57 村田 一誠杉本 豊氏 藤岡 範士 新ひだか グランド牧場 456－151：49．51
 12．6�
67 コスモラングデン 牝5芦 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 小島牧場 B512＋10 〃 クビ 53．7
79 � ブルースビスティー 牡5鹿 57 中井 裕二備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 470± 01：49．92� 78．0�
68 スプリングアルタ 牡6鹿 57 吉田 隼人加藤 春夫氏 高橋 文雅 様似 様似共栄牧場 450－ 41：50．64 13．7�
812 クランドールゲラン 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 白井牧場 488－ 21：51．13 26．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 30，268，000円 複勝： 42，449，800円 枠連： 20，636，200円
馬連： 70，431，300円 馬単： 47，010，600円 ワイド： 29，339，000円
3連複： 86，045，200円 3連単： 184，441，400円 計： 510，621，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 200円 � 690円 枠 連（2－5） 310円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 440円 �� 2，140円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 12，710円 3 連 単 ��� 50，250円

票 数

単勝票数 計 302680 的中 � 73523（1番人気）
複勝票数 計 424498 的中 � 97772（1番人気）� 58293（3番人気）� 11531（10番人気）
枠連票数 計 206362 的中 （2－5） 50729（1番人気）
馬連票数 計 704313 的中 �� 44853（2番人気）
馬単票数 計 470106 的中 �� 18298（4番人気）
ワイド票数 計 293390 的中 �� 18591（3番人気）�� 3217（27番人気）�� 2353（37番人気）
3連複票数 計 860452 的中 ��� 4997（47番人気）
3連単票数 計1844414 的中 ��� 2709（161番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―12．5―12．2―11．9―12．2―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．7―48．2―1：00．4―1：12．3―1：24．5―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フィロパトール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Wild Again デビュー 2011．8．6 新潟1着

2009．4．5生 牝4鹿 母 ワイルドリリー 母母 Crillon 13戦2勝 賞金 21，732，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 マツリダジャパン号の騎手丸田恭介は，第7日第3競走での落馬負傷のため黛弘人に変更。
〔その他〕 スナーククラウン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 スナーククラウン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年5月28日まで出走できない。

３レース目



（25福島1）第8日 4月28日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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

171，660，000円
7，230，000円
1，980，000円
15，500，000円
58，719，000円
4，446，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
231，849，200円
349，853，300円
155，756，500円
515，691，200円
352，542，300円
244，729，100円
715，750，500円
1，264，875，600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 3，831，047，700円

総入場人員 16，048名 （有料入場人員 13，686名）
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