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11001 4月11日 雨 重 （27福島1）第1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）

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
1：43．3
1：41．7

良
不良

713 バラブシュカ 牝3栗 54 藤懸 貴志大谷 正嗣氏 小崎 憲 日高 賀張三浦牧場 494－ 81：47．7 11．6�
712 ウエバフラッシュ 牝3栗 54 黛 弘人上羽 浩平氏 加藤 和宏 伊達 高橋農場 484＋ 8 〃 アタマ 2．0�
35 マラカイトスター 牝3栗 54 中谷 雄太本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド B456－101：47．91 25．2�
610 ヒルプリンセス 牝3黒鹿54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド 484－ 61：48．22 55．4�
34 ジャストザルーチェ 牝3黒鹿 54

53 ☆松若 風馬ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 464－ 21：48．3クビ 4．9�

58 ブリーズヴェール 牝3黒鹿 54
53 ☆小崎 綾也 	ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 468＋ 41：48．4� 7．5


59 カノンブルー 牝3鹿 54 津村 明秀 	ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 434＋ 21：48．71� 23．8�
46 タガノスマイル 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 482－ 41：48．8� 63．1�

611 マ ー レ ー 牝3鹿 54 川須 栄彦石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 森 政巳 502＋10 〃 クビ 14．0
47 キャンドルスピン 牝3黒鹿54 杉原 誠人山本 剛史氏 中川 公成 日高 戸川牧場 424－ 41：49．43� 96．7�
11 アルボルデヴィダ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也泉 一郎氏 飯田 祐史 浦河 高野牧場 B468－ 6 〃 アタマ 66．0�
23 フレンドマキシマム 牝3鹿 54 丹内 祐次保谷フミ子氏 岩戸 孝樹 日高 中館牧場 416＋101：50．35 146．0�
22 エスプリドパリ 牝3芦 54 吉田 隼人吉田 和子氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 514 ―1：50．83 11．4�
814 ナ タ ー ル 牝3青鹿 54

51 ▲伴 啓太 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472－ 61：51．01� 250．2�

815 カネトシグランド 牝3栗 54 国分 恭介兼松 利男氏 大根田裕之 新冠 アサヒ牧場 508 ―1：51．1クビ 35．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 14，514，400円 複勝： 25，920，300円 枠連： 7，453，500円
馬連： 25，348，000円 馬単： 17，357，300円 ワイド： 16，165，100円
3連複： 37，614，300円 3連単： 55，353，500円 計： 199，726，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 220円 � 110円 � 460円 枠 連（7－7） 910円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 430円 �� 3，900円 �� 730円

3 連 複 ��� 6，750円 3 連 単 ��� 46，340円

票 数

単勝票数 計 145144 的中 � 9958（5番人気）
複勝票数 計 259203 的中 � 18153（4番人気）� 132143（1番人気）� 6999（8番人気）
枠連票数 計 74535 的中 （7－7） 6308（4番人気）
馬連票数 計 253480 的中 �� 20962（3番人気）
馬単票数 計 173573 的中 �� 5809（8番人気）
ワイド票数 計 161651 的中 �� 10388（3番人気）�� 976（33番人気）�� 5665（7番人気）
3連複票数 計 376143 的中 ��� 4177（21番人気）
3連単票数 計 553535 的中 ��� 866（132番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―31．0―44．1―57．0―1：09．2―1：21．4―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．5
1
3

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

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

バラブシュカ �
�
父 ブレイクランアウト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．10．18 福島8着

2012．3．28生 牝3栗 母 エストレーラ 母母 ゼンノシチョウ 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔発走状況・騎手変更〕 マラカイトスター号の騎手横山和生は，馬場入場時に落馬。検査のため中谷雄太に変更。検量及び装鞍

のやり直しのため発走時刻8分遅延。
〔発走状況〕 ナタール号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 ナタール号は，発走調教再審査。

11002 4月11日 雨 稍重 （27福島1）第1日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10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
1：57．3
1：56．1

良
良

48 エジーサンドレ 牝3芦 54
51 ▲井上 敏樹 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 398－ 62：03．7 7．3�

815 レオロフティー 牡3鹿 56
53 ▲木幡 初也�レオ 小野 次郎 新冠 川島牧場 474－ 42：03．91� 20．9�

24 インテグラル 牡3黒鹿56 津村 明秀�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 484－ 22：04．11� 42．4�
12 サトノダイレンサ 牡3青鹿 56

55 ☆小崎 綾也里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 436－ 22：04．31 7．1�
714 クラシックエース 牡3鹿 56 吉田 隼人 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 430－ 6 〃 ハナ 2．7	
59 ハ ナ イ チ ゲ 牝3芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 新ひだか 沖田 博志 428－ 42：04．4� 4．6

23 リ ガ ド ー ル 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 456－ 12：05．03� 75．2�

713 パンプキンパイ 牝3栗 54 難波 剛健山本 茂氏 西橋 豊治 新冠 秋田牧場 404－ 4 〃 アタマ 29．6�
612 ドリームシューター 牡3青鹿56 中谷 雄太セゾンレースホース� 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 440－ 62：05．21� 9．0
36 スプリングウィンズ 牡3栗 56 杉原 誠人加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 476 ―2：05．52 94．8�
47 レオデスティニー 牡3栗 56 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 登別 青藍牧場 468 ―2：05．71 54．3�
510 ロードアンビシャス 牡3栗 56 中井 裕二 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 496 ―2：05．8クビ 13．1�
35 ハギノカイザー 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 436＋ 2 〃 ハナ 25．8�
816 ミヤビクロタカ 牡3鹿 56 西田雄一郎村上 義勝氏 高橋 文雅 浦河 大成牧場 474－ 42：06．01� 132．9�
11 マイネルシュリンガ 牡3栗 56 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 日高 日高大洋牧場 482－ 22：06．32 108．6�
611 クリムゾンスカイ 牝3栗 54 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 佐竹 学 442－ 22：06．62 80．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，343，700円 複勝： 19，593，200円 枠連： 7，208，900円
馬連： 27，217，800円 馬単： 15，860，500円 ワイド： 15，553，800円
3連複： 36，400，200円 3連単： 53，156，800円 計： 189，334，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 270円 � 660円 � 1，560円 枠 連（4－8） 7，170円

馬 連 �� 5，990円 馬 単 �� 9，980円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 6，120円 �� 15，450円

3 連 複 ��� 55，480円 3 連 単 ��� 247，040円

票 数

単勝票数 計 143437 的中 � 15580（4番人気）
複勝票数 計 195932 的中 � 21831（4番人気）� 7509（7番人気）� 2932（10番人気）
枠連票数 計 72089 的中 （4－8） 779（21番人気）
馬連票数 計 272178 的中 �� 3521（21番人気）
馬単票数 計 158605 的中 �� 1191（34番人気）
ワイド票数 計 155538 的中 �� 2212（21番人気）�� 651（49番人気）�� 256（78番人気）
3連複票数 計 364002 的中 ��� 492（124番人気）
3連単票数 計 531568 的中 ��� 156（583番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．1―13．5―13．4―12．9―12．0―11．8―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―36．1―49．6―1：03．0―1：15．9―1：27．9―1：39．7―1：51．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エジーサンドレ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．11．9 東京3着

2012．3．27生 牝3芦 母 ハシッテホシーノ 母母 ア ド マ イ ス 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時25分に変更。
〔騎手変更〕 レオロフティー号の騎手横山和生は，第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため木幡初也に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンベイル号
（非抽選馬） 3頭 アドラビリティ号・スズカステイボーイ号・タマモエトワール号

第１回 福島競馬 第１日



11003 4月11日 雨 重 （27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）

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
1：43．3
1：41．7

良
不良

46 ス ク ワ ー ル 牡3青 56
55 ☆松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－ 41：47．4 2．1�
611 シンプリースパーブ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 474－ 81：47．82� 7．5�
815 カスミチャン 牝3芦 54

51 ▲加藤 祥太吉田 勝利氏 奥村 武 新ひだか 前田牧場 412－ 8 〃 ハナ 4．7�
22 レッドグロワール 牡3鹿 56 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 中川 公成 千歳 社台ファーム 464＋ 21：47．9� 18．2�
814 アクティブボス 牡3青 56

53 ▲野中悠太郎髙橋 長治氏 根本 康広 浦河 鵜木 唯義 492－ 81：48．0� 82．2�
23 タイセイエナジー 牡3栗 56 西村 太一田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 488＋ 41：48．1� 125．1	
59 クリノダイシャリン 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 佐藤 信広 492＋ 81：48．31� 8．7

610 ジャイアントケンタ 牡3鹿 56 藤懸 貴志森 長義氏 藤沢 則雄 浦河 宮内牧場 466－ 4 〃 クビ 96．4�
712 ダンツホーネット 牡3芦 56 中井 裕二山元 哲二氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 470＋ 21：48．4� 9．6�
58 ワンダープレジール 牡3黒鹿56 長岡 禎仁山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム B432－ 41：48．61� 23．3
35 ナイスイタリアン 牡3鹿 56 原田 和真小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 486－ 41：48．7� 20．3�
11 ヤマニンフライハイ 牡3栗 56 嶋田 純次土井 肇氏 池上 昌和 新冠 錦岡牧場 480－ 61：48．91� 109．7�
47 ゴールドリボン 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 日高 豊郷牧場 434 ―1：49．22 113．3�
34 フクノコニャック �3鹿 56

53 ▲井上 敏樹福島 祐子氏 新開 幸一 新ひだか 岡田牧場 B470－121：51．4大差 45．3�
713 ジ ー ニ ア ル 牝3鹿 54 平野 優水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 B474＋161：52．78 157．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，254，900円 複勝： 17，071，900円 枠連： 6，193，100円
馬連： 24，056，000円 馬単： 15，562，700円 ワイド： 14，276，800円
3連複： 32，016，200円 3連単： 46，276，700円 計： 169，708，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 170円 � 150円 枠 連（4－6） 550円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 220円 �� 260円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 3，610円

票 数

単勝票数 計 142549 的中 � 53091（1番人気）
複勝票数 計 170719 的中 � 54228（1番人気）� 19751（3番人気）� 25476（2番人気）
枠連票数 計 61931 的中 （4－6） 8633（2番人気）
馬連票数 計 240560 的中 �� 33666（1番人気）
馬単票数 計 155627 的中 �� 13651（1番人気）
ワイド票数 計 142768 的中 �� 18034（1番人気）�� 14302（2番人気）�� 4702（7番人気）
3連複票数 計 320162 的中 ��� 23137（1番人気）
3連単票数 計 462767 的中 ��� 9287（3番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．7―13．0―13．1―12．7―13．0―12．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．8―42．8―55．9―1：08．6―1：21．6―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス ク ワ ー ル �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Diktat デビュー 2014．6．28 阪神4着

2012．2．27生 牡3青 母 ショートハンド 母母 Much Too Risky 10戦1勝 賞金 14，450，000円
〔騎手変更〕 ジャイアントケンタ号の騎手横山和生は，第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため藤懸貴志に変更。
〔制裁〕 スクワール号の騎手松若風馬は，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）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジーニアル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月11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） 2頭 ゴールドクェスト号・ララクードゥリオン号
（非抽選馬） 1頭 シゲルタウエマツリ号

11004 4月11日 雨 稍重 （27福島1）第1日 第4競走 2，750�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム2：57．4良

610� パ ス テ ィ 牡6鹿 60 山本 康志坂田 行夫氏 武井 亮 浦河 吉田 又治 454＋ 43：02．7 4．6�
33 � トーセンハナミズキ 牝5鹿 58 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 468－123：03．44 72．2�
58 アイティテイオー 牡7栗 60 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 468－123：03．5� 7．3�
46 キーアイテム 牡4鹿 59 原田 和真北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 462－ 43：03．71� 11．4�
69 ブ ッ ト バ セ 牡5栗 60 田村 太雅一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 カナイシスタッド 504－143：05．29 106．8�
813� アラビアンドラゴン �5芦 60 平沢 健治吉田 勝利氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 424－ 4 〃 クビ 7．0	
711� ドリームパワー 牝6鹿 58 金子 光希
大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 446－ 83：05．62� 6．2�
814 トーセンエスプリ 牝4栗 57 蓑島 靖典島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 464＋ 83：06．45 63．5�
712 タイセイボルト 牡5青鹿60 草野 太郎田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 478－ 23：07．46 9．0
11 テイエムロカビリー 牡4芦 59 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 484－ 43：07．5� 29．8�
57 レッドヴィーヴォ �5黒鹿60 五十嵐雄祐 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 444± 03：11．7大差 19．7�
22 ヒカリヴェロニカ 牝4栗 57 高野 和馬�ヒカリクラブ 池上 昌和 浦河 笠松牧場 504＋163：14．4大差 117．3�
34 シゲルハリマ 牡4栗 59 熊沢 重文森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 490－14 （競走中止） 4．4�
45 トーアキヨモリ 牡4鹿 59 江田 勇亮高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 536－ 2 （競走中止） 22．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 10，469，800円 複勝： 12，680，000円 枠連： 7，638，400円
馬連： 20，432，900円 馬単： 11，923，600円 ワイド： 11，076，600円
3連複： 31，492，300円 3連単： 41，242，000円 計： 146，955，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 1，180円 � 210円 枠 連（3－6） 1，200円

馬 連 �� 16，170円 馬 単 �� 30，110円

ワ イ ド �� 4，060円 �� 570円 �� 5，900円

3 連 複 ��� 31，570円 3 連 単 ��� 183，430円

票 数

単勝票数 計 104698 的中 � 17889（2番人気）
複勝票数 計 126800 的中 � 19991（1番人気）� 2113（11番人気）� 17378（3番人気）
枠連票数 計 76384 的中 （3－6） 4911（6番人気）
馬連票数 計 204329 的中 �� 979（43番人気）
馬単票数 計 119236 的中 �� 297（87番人気）
ワイド票数 計 110766 的中 �� 675（41番人気）�� 5378（3番人気）�� 462（54番人気）
3連複票数 計 314923 的中 ��� 748（85番人気）
3連単票数 計 412420 的中 ��� 163（505番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 51．2－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

2
�

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

�パ ス テ ィ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Caerleon

2009．5．2生 牡6鹿 母 サムソンレッド 母母 テ ィ ス ワ 障害：6戦1勝 賞金 11，700，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 トーアキヨモリ号は，6号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
シゲルハリマ号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

〔制裁〕 アラビアンドラゴン号の騎手平沢健治は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。



11005 4月11日 雨 稍重 （27福島1）第1日 第5競走 ��2，750�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10分 （ 芝 ）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� 基準タイム2：57．4良

11 テイエムオペラドン 牡6鹿 60 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 476－103：01．3 7．8�
712� タマモショパン 牡6鹿 60 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 508＋ 43：01．61� 5．2�
46 � ミルクディッパー 牡6黒鹿60 平沢 健治�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management 580＋ 43：01．7	 4．2�
22 アドマイヤサイモン 牡7栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 クビ 10．2�
610� チョイワルグランパ 牡9黒鹿60 白浜 雄造�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム 508＋ 23：01．91	 5．4�
45 � トーセンプラチナ 牡6鹿 60 五十嵐雄祐島川 	哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 492＋103：02．21� 73．3

57 ドリームヒーロー 牡8青鹿60 北沢 伸也田島 政光氏 
島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 462＋ 23：02．73 7．9�
33 プレミアムウォーズ �6栗 60 草野 太郎中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 466± 03：02．91� 36．8�
34 テイエムセイリュウ 牡6青鹿60 難波 剛健竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 504－ 43：03．21� 13．8
69 オールアズワン 牡7黒鹿60 佐久間寛志宮川 純造氏 加用 正 新冠 オリエント牧場 504＋163：03．73 23．4�
814 ティリアンパープル 牝5鹿 58 金子 光希飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 470＋ 23：03．91� 24．2�
711 エリタージュ 牝5鹿 58 田村 太雅佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 
川 啓一 458－163：04．43 139．3�
58 エクセリオン 牡8芦 60 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 484＋123：06．3大差 19．5�
813� テーオーダンシング �8鹿 60 黒岩 悠小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 526－ 23：08．4大差 30．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，933，200円 複勝： 15，793，900円 枠連： 8，391，500円
馬連： 23，391，400円 馬単： 13，915，500円 ワイド： 14，368，400円
3連複： 38，348，800円 3連単： 51，565，500円 計： 177，708，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 270円 � 190円 � 170円 枠 連（1－7） 2，440円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 5，540円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，280円 �� 490円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 40，280円

票 数

単勝票数 計 119332 的中 � 12211（4番人気）
複勝票数 計 157939 的中 � 13148（6番人気）� 22900（2番人気）� 27339（1番人気）
枠連票数 計 83915 的中 （1－7） 2657（12番人気）
馬連票数 計 233914 的中 �� 7402（10番人気）
馬単票数 計 139155 的中 �� 1882（25番人気）
ワイド票数 計 143684 的中 �� 4342（9番人気）�� 2753（18番人気）�� 7914（2番人気）
3連複票数 計 383488 的中 ��� 5927（12番人気）
3連単票数 計 515655 的中 ��� 928（131番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 51．0－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムオペラドン �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．10．8 京都10着

2009．3．13生 牡6鹿 母 テイエムオーシャン 母母 リヴァーガール 障害：6戦2勝 賞金 22，700，000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。
（非当選馬） 3頭 グリッターウイング号・ハヤブサゴッド号・ラッキーストリーク号
（非抽選馬） 2頭 クリノテンペスタ号・テンジンキヨモリ号

11006 4月11日 曇 重 （27福島1）第1日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12時45分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：41．7

良
不良

815 サンライズカラー 牡6鹿 57 津村 明秀松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 536± 01：45．0 6．5�
59 � メイショウハクラク 牡4栗 57

54 ▲加藤 祥太松本 好雄氏 大橋 勇樹 日高 下河辺牧場 504＋ 51：45．1� 62．9�
713 コウユーアンドレ 牡5鹿 57 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 462－ 61：45．2� 14．4�
610 サンライズアルブル 牡4黒鹿 57

56 ☆松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468－ 21：45．41	 2．5�

11 ダンディーソル 牡5青鹿 57
56 ☆小崎 綾也 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 492± 01：45．61	 10．5�

23 カノヤプレジデント 
5鹿 57 中村 将之神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 482－ 41：46．02� 12．3	
34 � ルミラークル 牡4青鹿57 嘉藤 貴行
Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 494－ 41：46．21	 151．4�
35 ハヤブサゴッド 牡4鹿 57 黛 弘人武田 修氏 伊藤 圭三 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 2 〃 ハナ 36．8�
712 トーホウパルサー 牡4栗 57 吉田 隼人東豊物産
 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 524＋ 41：46．3クビ 5．3
47 � プ ラ ス ワ ン 牡4栗 57 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 青森 太田ファーム 464－ 2 〃 クビ 60．6�
22 オールデフィート 牡4鹿 57 川須 栄彦�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 472＋ 21：46．62 18．1�
814� ワンダーブロタール 牝6栗 55 藤懸 貴志山本 信行氏 森田 直行 浦河 永田 克之 460－101：46．81	 289．3�
46 サ ウ ス ゴ ビ 牡4栗 57

54 ▲井上 敏樹 K.C．タン氏 和田 正道 新冠 アサヒ牧場 448－121：47．33 69．6�
611 グ ラ ー ネ 牡6鹿 57 丹内 祐次 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 466－ 81：47．4クビ 10．6�
58 � リ オ ヴ ェ ラ 
4栗 57 原田 和真山口功一郎氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 488－ 6 〃 ハナ 21．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，456，400円 複勝： 24，149，300円 枠連： 9，662，400円
馬連： 31，866，900円 馬単： 17，219，300円 ワイド： 19，141，300円
3連複： 42，338，800円 3連単： 60，532，400円 計： 221，366，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 1，860円 � 430円 枠 連（5－8） 6，420円

馬 連 �� 18，010円 馬 単 �� 29，280円

ワ イ ド �� 4，980円 �� 1，190円 �� 9，330円

3 連 複 ��� 67，990円 3 連 単 ��� 345，550円

票 数

単勝票数 計 164564 的中 � 20003（3番人気）
複勝票数 計 241493 的中 � 34566（3番人気）� 2831（13番人気）� 14433（6番人気）
枠連票数 計 96624 的中 （5－8） 1166（19番人気）
馬連票数 計 318669 的中 �� 1371（44番人気）
馬単票数 計 172193 的中 �� 441（81番人気）
ワイド票数 計 191413 的中 �� 977（47番人気）�� 4294（14番人気）�� 518（65番人気）
3連複票数 計 423388 的中 ��� 467（155番人気）
3連単票数 計 605324 的中 ��� 127（781番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―30．0―42．7―55．2―1：07．2―1：19．4―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズカラー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．4．28 京都14着

2009．4．1生 牡6鹿 母 ビッグマリーン 母母 ドラゴンマリーン 17戦2勝 賞金 15，100，000円
〔騎手変更〕 ルミラークル号の騎手横山和生は，第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため嘉藤貴行に変更。
※ハヤブサゴッド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



11007 4月11日 曇 重 （27福島1）第1日 第7競走 ��
��1，150�サラブレッド系3歳

発走13時15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

510 アスターペニー 牝3鹿 54
51 ▲加藤 祥太加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 462 ―1：09．4 27．3�

59 カ ラ ッ カ ゼ 牡3鹿 56 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B446－ 2 〃 アタマ 4．2�
815 ト エ ハ タ エ 牝3黒鹿54 川須 栄彦梶原 哲朗氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 452± 0 〃 アタマ 2．4�
23 タイセイメテオ 牡3栗 56 杉原 誠人田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 増本 良孝 466＋ 41：09．82� 5．8�
11 シベリアンマッシブ 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也藤田 在子氏 矢野 英一 新ひだか 木田牧場 B476＋121：10．22� 8．9�
612 タケルワールド 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也森 保彦氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 クビ 16．5�
12 ハッピーキャップ 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 470－ 81：10．51� 45．8


47 カ ム ヒ ア 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 456－ 81：10．92� 12．6�
35 プ ル メ リ ア 牝3青鹿54 宮崎 北斗北駿競走馬組合 和田 雄二 新冠 若林牧場 444＋ 21：11．0� 45．1�
24 ト ー チ カ 牝3芦 54

51 ▲伴 啓太吉田 哲哉氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 450 ― 〃 ハナ 110．1
714 クリエイトアゲン 牝3鹿 54 中井 裕二浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 恵比寿牧場 456＋10 〃 アタマ 225．5�
816 オープニングガラ 牡3青鹿 56

55 ☆松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476＋ 21：11．42� 20．1�

713 パルパルムツミ 牝3黒鹿54 丹内 祐次内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 田中 裕之 436－ 21：11．5クビ 33．8�
48 シャルウィダンス 牝3鹿 54 西田雄一郎三ツ矢組合 岩戸 孝樹 新ひだか 金舛 幸夫 418－12 〃 クビ 125．9�
36 エスケイミネルバ 牝3青 54 国分 恭介服部 新平氏 坪 憲章 浦河 	川フアーム 440－141：12．67 247．4�
611 カネトシエンジョイ 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎兼松 利男氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 526 ―1：17．3大差 148．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，617，800円 複勝： 17，445，200円 枠連： 8，066，800円
馬連： 26，204，600円 馬単： 15，683，700円 ワイド： 14，686，800円
3連複： 35，263，600円 3連単： 50，102，400円 計： 183，070，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，730円 複 勝 � 480円 � 170円 � 140円 枠 連（5－5） 7，360円

馬 連 �� 8，600円 馬 単 �� 21，420円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 1，330円 �� 260円

3 連 複 ��� 6，870円 3 連 単 ��� 59，060円

票 数

単勝票数 計 156178 的中 � 4564（8番人気）
複勝票数 計 174452 的中 � 6679（8番人気）� 27124（2番人気）� 40080（1番人気）
枠連票数 計 80668 的中 （5－5） 849（23番人気）
馬連票数 計 262046 的中 �� 2360（25番人気）
馬単票数 計 156837 的中 �� 549（62番人気）
ワイド票数 計 146868 的中 �� 1536（25番人気）�� 2578（16番人気）�� 16967（1番人気）
3連複票数 計 352636 的中 ��� 3849（21番人気）
3連単票数 計 501024 的中 ��� 615（183番人気）

ハロンタイム 9．6―10．7―11．4―11．9―12．4―13．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．3―31．7―43．6―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスターペニー �
�
父 クリストワイニング �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2012．4．28生 牝3鹿 母 ヒサクィーン 母母 フラワーブリーズ 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 トエハタエ号の騎手横山和生は，第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため川須栄彦に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネトシエンジョイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月11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 レッドラヴァルス号・ワンダーユナニーム号

11008 4月11日 曇 稍重 （27福島1）第1日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時45分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

23 スピードルーラー �6鹿 57 西田雄一郎嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 B488± 01：09．4 10．3�
12 クリノコマチ 牝4栗 55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 448＋ 61：09．61� 4．5�
47 ゼ ウ ス 牡5鹿 57

56 ☆松若 風馬杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 久井牧場 492－ 61：10．23� 2．9�
36 キョウエイボヌール 牝4栗 55 津村 明秀田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 456± 01：10．51� 12．5�
713	 セルリアンシュロス 牡4青鹿57 国分 恭介�イクタ 福島 信晴 新冠 村本牧場 488＋ 3 〃 ハナ 21．6�
35 ファイトバック 牡4黒鹿57 吉田 隼人宮川 純造氏 武藤 善則 新冠 オリエント牧場 B482＋ 41：10．6クビ 60．6	
11 メイショウカイモン �4鹿 57 熊沢 重文松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 468－ 6 〃 クビ 25．0

48 ブロンシェダーム 牝4鹿 55 川須 栄彦 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 400＋ 61：10．7クビ 10．2�
510 ジョーヌダンブル 牝4栗 55

52 ▲木幡 初也藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 476± 0 〃 クビ 11．3�
611 ハ ツ コ イ 牝4鹿 55 黛 弘人内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 446＋121：10．91
 12．1
612 メイショウアサツユ 牝4鹿 55 中井 裕二松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 488＋10 〃 クビ 39．8�
24 フレンチフェロー �4鹿 57 嘉藤 貴行鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 中橋 正 446－101：11．0クビ 90．7�
714 トミケンフィアブル 牡5栗 57 丹内 祐次冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 484＋ 2 〃 クビ 33．9�
59 ドナエテルニテ 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹山田 貢一氏 本間 忍 日高 日西牧場 438＋ 41：12．17 26．9�
816 ハギノソフィア 牝5栗 55 田中 博康安岡美津子氏 �島 一歩 日高 天羽 禮治 476－ 61：12．2� 80．1�
815 ヤマニンシバルリー 牡7青鹿57 杉原 誠人土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 492± 0 〃 ハナ 29．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，567，100円 複勝： 20，929，800円 枠連： 10，638，600円
馬連： 28，927，200円 馬単： 15，278，800円 ワイド： 17，745，800円
3連複： 40，902，900円 3連単： 56，568，200円 計： 207，558，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 210円 � 150円 � 150円 枠 連（1－2） 2，400円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 6，470円

ワ イ ド �� 760円 �� 800円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 25，030円

票 数

単勝票数 計 165671 的中 � 12749（4番人気）
複勝票数 計 209298 的中 � 20715（4番人気）� 40906（1番人気）� 38925（2番人気）
枠連票数 計 106386 的中 （1－2） 3423（12番人気）
馬連票数 計 289272 的中 �� 8384（9番人気）
馬単票数 計 152788 的中 �� 1771（22番人気）
ワイド票数 計 177458 的中 �� 5654（6番人気）�� 5363（7番人気）�� 15363（1番人気）
3連複票数 計 409029 的中 ��� 10487（4番人気）
3連単票数 計 565682 的中 ��� 1638（41番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．8―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―45．8―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピードルーラー �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2011．10．15 新潟1着

2009．5．20生 �6鹿 母 クインズプライド 母母 プライベートタイム 16戦2勝 賞金 23，156，000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 イスルギ号・スピーディユウマ号



11009 4月11日 曇 重 （27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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

815� サウスキング 牡4黒鹿57 伊藤 工真南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 484－131：07．9 7．5�
714 バ ー ニ ー ズ 牡5栗 57 津村 明秀村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 484－161：08．64 4．6�
48 ユキノラムセス 牡8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 476－ 21：08．7� 18．2�
611 ビットアリエス 牝4青鹿55 吉田 隼人礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 438－ 6 〃 クビ 11．0�
816 セ イ ク ラ ベ 牝5青鹿55 杉原 誠人江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 466－ 81：08．8クビ 67．2�
35 モリトブイコール �7栗 57 黛 弘人石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 482＋ 4 〃 アタマ 30．4�
713 ジャスティシア 牝6鹿 55

54 ☆小崎 綾也	ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 456＋ 61：09．01� 8．8

59 � クイーンベジタブル 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹中西 功氏 加藤 和宏 日高 高山牧場 508＋12 〃 ハナ 80．9�
12 アスキットキング 牡5鹿 57

54 ▲野中悠太郎中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 B434＋ 81：09．1� 110．0�
11 ニシノイナズマ 牡4芦 57 丹内 祐次西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 496＋ 2 〃 アタマ 8．7
47 カゼニタツライオン 牡5栗 57

56 ☆松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 524－ 2 〃 同着 5．3�
510� デルマコナキジジ �5栗 57 西村 太一浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム B492＋ 61：09．3	 102．7�
36 サンマルウィーク 牡4青鹿57 菅原 隆一相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 田端牧場 454＋ 61：09．51
 132．7�
612� リネンハイブリット 牡7栗 57

54 ▲木幡 初也戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 462＋ 81：09．6	 216．4�
24 オートクレール 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 424＋ 21：09．81
 5．7�
23 シ ー ロ ア 牝4栗 55 平野 優 	サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 474－ 61：10．01� 12．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，343，900円 複勝： 24，068，800円 枠連： 12，424，500円
馬連： 33，882，400円 馬単： 18，657，500円 ワイド： 19，873，800円
3連複： 46，353，700円 3連単： 66，571，200円 計： 239，175，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 300円 � 200円 � 540円 枠 連（7－8） 1，090円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，840円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 10，820円 3 連 単 ��� 56，640円

票 数

単勝票数 計 173439 的中 � 18459（4番人気）
複勝票数 計 240688 的中 � 20872（4番人気）� 37010（2番人気）� 9825（9番人気）
枠連票数 計 124245 的中 （7－8） 8831（4番人気）
馬連票数 計 338824 的中 �� 13618（4番人気）
馬単票数 計 186575 的中 �� 3459（8番人気）
ワイド票数 計 198738 的中 �� 7228（4番人気）�� 2708（30番人気）�� 3027（26番人気）
3連複票数 計 463537 的中 ��� 3211（44番人気）
3連単票数 計 665712 的中 ��� 852（215番人気）

ハロンタイム 9．5―10．7―10．9―11．8―12．3―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．2―31．1―42．9―55．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サウスキング �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク

2011．4．9生 牡4黒鹿 母 シルクテンダー 母母 シルヴアード 6戦1勝 賞金 9，350，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 モリトブイコール号の騎手横山和生は，第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため黛弘人に変更。
〔制裁〕 デルマコナキジジ号の騎手西村太一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：4番）

11010 4月11日 曇 稍重 （27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 8，900，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，300，000円 890，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

22 マルターズアポジー 牡3鹿 56 吉田 隼人藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 524－ 62：02．3 5．2�
55 トーセンカナロア 牡3鹿 56 杉原 誠人島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 466－ 42：02．51 3．6�
11 ルグランパントル 牡3鹿 56 松若 風馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 466－ 62：02．71� 11．0�
89 ニシノマジック 牡3黒鹿56 黛 弘人秦 千織氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 484＋ 42：03．33� 7．2�
33 ファイアフライ 牝3栗 54 川須 栄彦坂本 浩一氏 奥村 武 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440± 02：03．72� 123．4	
66 メイショウリンクス 牡3鹿 56 国分 恭介松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 480＋ 82：04．12� 7．4

77 ジャストフォーユー 牡3鹿 56 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 470± 02：04．2	 3．6�
44 サトノフラリッシュ 牝3鹿 54 丹内 祐次里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 502－ 62：04．3クビ 22．0�
78 カゼノトビラ 牝3鹿 54 西田雄一郎福田 光博氏 根本 康広 新冠 八木 常郎 450－ 22：06．2大差 16．3
810 キャンディーハウス 牝3黒鹿54 小崎 綾也前田 葉子氏 中舘 英二 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 82：07．58 28．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 21，522，500円 複勝： 27，779，700円 枠連： 9，163，500円
馬連： 41，258，100円 馬単： 24，197，700円 ワイド： 21，205，600円
3連複： 50，278，100円 3連単： 97，274，600円 計： 292，679，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 160円 � 270円 枠 連（2－5） 1，250円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 510円 �� 850円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 18，060円

票 数

単勝票数 計 215225 的中 � 32811（3番人気）
複勝票数 計 277797 的中 � 42414（3番人気）� 53305（1番人気）� 22134（6番人気）
枠連票数 計 91635 的中 （2－5） 5665（5番人気）
馬連票数 計 412581 的中 �� 25566（4番人気）
馬単票数 計 241977 的中 �� 7069（9番人気）
ワイド票数 計 212056 的中 �� 11085（7番人気）�� 6241（11番人気）�� 5943（12番人気）
3連複票数 計 502781 的中 ��� 10571（13番人気）
3連単票数 計 972746 的中 ��� 3904（58番人気）

ハロンタイム 12．1―11．4―11．6―12．8―13．0―12．7―12．2―12．1―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．5―35．1―47．9―1：00．9―1：13．6―1：25．8―1：37．9―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルターズアポジー �
�
父 ゴスホークケン �

�
母父 Old Trieste デビュー 2015．2．28 中山1着

2012．2．27生 牡3鹿 母 マルターズヒート 母母 Heat Is On 3戦2勝 賞金 15，138，000円
〔騎手変更〕 ファイアフライ号の騎手横山和生は，第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため川須栄彦に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャンディーハウス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月11日まで平

地競走に出走できない。



11011 4月11日 曇 稍重 （27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，26．4．12以降27．4．5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 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000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
1：07．0
1：06．5

良
良

11 シンボリディスコ 牡5栗 56 伴 啓太シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 486± 01：09．3 8．9�
24 ウエスタンユーノー 牝4芦 52 伊藤 工真西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 470－ 81：09．4� 31．4�
23 モーニングコール 牝5鹿 52 杉原 誠人飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 B440－ 2 〃 アタマ 19．3�
35 サクセスフィリア 牝4鹿 52 津村 明秀髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 440－ 61：09．61� 20．8�
611 ハ ッ シ ュ 牝4芦 52 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476± 01：09．7クビ 7．9�
12 ファンデルワールス 	6鹿 55 嘉藤 貴行 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 492－ 41：09．8
 13．0	
36 ヤマニンカヴァリエ 牡6鹿 53 菅原 隆一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 528＋ 6 〃 アタマ 21．9

714 スーパーアース 牝5黒鹿52 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 B462＋ 21：10．22
 35．3�
510 サンキストロード 牡5鹿 55 国分 恭介 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 516＋ 41：10．3クビ 8．1�
47 クリノタカラチャン 牝5黒鹿52 木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 420－ 2 〃 ハナ 16．5
713 イルーシヴキャット 牝4栗 52 小崎 綾也 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 458－121：10．4� 5．4�
612 ベ ル ラ イ ン 牝5栗 50 西村 太一永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 クビ 91．9�
816 アポロパレス 牝6鹿 51 加藤 祥太小林 量氏 西村 真幸 浦河 笹島 政信 468± 01：10．5クビ 116．2�
815 ケイアイユニコーン 牡6栗 56 松若 風馬亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 B494－ 6 〃 アタマ 10．1�
48 レヴァンタール 	6鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 436－ 81：10．6
 42．8�
59 ロマネクイーン 牝5鹿 53 西田雄一郎村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B472－ 21：10．81� 4．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，427，200円 複勝： 42，993，500円 枠連： 32，397，300円
馬連： 113，252，700円 馬単： 48，582，500円 ワイド： 48，362，600円
3連複： 155，673，000円 3連単： 220，281，900円 計： 689，970，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 360円 � 1，120円 � 590円 枠 連（1－2） 3，340円

馬 連 �� 15，260円 馬 単 �� 23，550円

ワ イ ド �� 5，760円 �� 2，940円 �� 4，920円

3 連 複 ��� 67，800円 3 連 単 ��� 323，940円

票 数

単勝票数 計 284272 的中 � 25479（5番人気）
複勝票数 計 429935 的中 � 34284（6番人気）� 9354（13番人気）� 19023（8番人気）
枠連票数 計 323973 的中 （1－2） 7496（16番人気）
馬連票数 計1132527 的中 �� 5749（58番人気）
馬単票数 計 485825 的中 �� 1547（98番人気）
ワイド票数 計 483626 的中 �� 2155（67番人気）�� 4282（34番人気）�� 2529（63番人気）
3連複票数 計1556730 的中 ��� 1722（228番人気）
3連単票数 計2202819 的中 ��� 493（1101番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．1―11．8―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．6―45．4―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンボリディスコ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．10．27 東京4着

2010．4．3生 牡5栗 母 スイートアマリリス 母母 スイートソフイア 14戦3勝 賞金 49，124，000円
〔騎手変更〕 ウエスタンユーノー号の騎手横山和生は，第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため伊藤工真に変更。
〔制裁〕 ファンデルワールス号の騎手嘉藤貴行は，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30，000円。（被害馬：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） 1頭 ヒカリトリトン号
（非抽選馬） 3頭 ハワイアンシュガー号・リバティーホール号・レッドガルシア号

11012 4月11日 曇 稍重 （27福島1）第1日 第12競走 ��
��1，800�

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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

23 サトノスティング 牡4青鹿57 松若 風馬里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 458－ 21：48．8 24．7�
11 ダイワブレイディ �5芦 57 川須 栄彦大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 502－161：49．54 5．4�
12 シンボリネルソン 牡4黒鹿57 熊沢 重文シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 426－ 81：49．6	 195．6�
612 ジェイケイネオ 牡5青鹿57 伊藤 工真小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 490± 01：50．13 148．3�
48 シンボリジャズ 牡5鹿 57 吉田 隼人シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 490＋ 41：50．31 6．3�
510
 レインボーラヴラヴ 牝4青鹿55 津村 明秀飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 450± 0 〃 アタマ 8．6�
36 ダークファンタジー 牡4栗 57 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 554＋ 6 〃 クビ 8．9	
816 ダブルコーク 牡4黒鹿57 木幡 初也
G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470－10 〃 アタマ 15．4�
611 コスモイノセント 牡4青鹿57 嘉藤 貴行鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 468± 01：50．4� 32．6�
714 ポーラメソッド 牡4芦 57 西田雄一郎 シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 516＋101：50．5クビ 18．7�
24 ア ル カ ナ 牝5鹿 55 田中 博康
ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 41：50．6	 27．6�
59 マイネルゼーラフ 牡4青鹿57 黛 弘人 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 490－ 61：50．7� 150．2�
713 トーセンターキー 牡5黒鹿57 小崎 綾也島川 �哉氏 加藤 征弘 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 4 〃 ハナ 2．6�
815 レ ジ ー ナ 牝5栗 55 西村 太一 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 410－201：50．8	 115．4�
35 マイネルピクトル 牡4鹿 57 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新ひだか 大典牧場 504＋ 41：51．54 21．4�
47 ヤマホトトギス 牝4鹿 55 長岡 禎仁江川 伸夫氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 460－ 41：52．45 240．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，991，400円 複勝： 44，397，600円 枠連： 18，662，600円
馬連： 74，375，800円 馬単： 34，410，000円 ワイド： 36，681，400円
3連複： 89，738，200円 3連単： 140，067，800円 計： 469，324，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，470円 複 勝 � 730円 � 270円 � 4，270円 枠 連（1－2） 3，230円

馬 連 �� 5，560円 馬 単 �� 13，690円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 17，250円 �� 8，300円

3 連 複 ��� 56，940円 3 連 単 ��� 455，370円

票 数

単勝票数 計 309914 的中 � 10014（9番人気）
複勝票数 計 443976 的中 � 15248（10番人気）� 52445（4番人気）� 2376（15番人気）
枠連票数 計 186626 的中 （1－2） 4477（14番人気）
馬連票数 計 743758 的中 �� 10351（21番人気）
馬単票数 計 344100 的中 �� 1885（47番人気）
ワイド票数 計 366814 的中 �� 6040（18番人気）�� 540（86番人気）�� 1127（59番人気）
3連複票数 計 897382 的中 ��� 1182（152番人気）
3連単票数 計1400678 的中 ��� 223（1012番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．7―12．2―12．3―11．9―12．0―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．8―49．0―1：01．3―1：13．2―1：25．2―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノスティング �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．7．14 福島3着

2011．4．11生 牡4青鹿 母 ジェットスパークル 母母 ファイナルデスティネーション 15戦2勝 賞金 18，263，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 ヤマホトトギス号の騎手横山和生は，第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため長岡禎仁に変更。
※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） 1頭 ベネフィットユー号
（非抽選馬） 4頭 キタサンキンボシ号・コーラルタワー号・セトノフラッパー号・デルマサリーチャン号



（27福島1）第1日 4月11日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 179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 手 当

173，920，000円
1，060，000円
6，680，000円
1，450，000円
15，610，000円
66，472，500円
6，283，600円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
212，442，300円
292，823，200円
137，901，100円
470，213，800円
248，649，100円
249，138，000円
636，420，100円
938，993，000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 3，186，580，600円

総入場人員 8，140名 （有料入場人員 6，566名）
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