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11037 4月15日 曇 稍重 （30福島1）第4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

510� カポラヴォーロ 牡3栗 56 川須 栄彦 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 米 Debra Ann

Shehadi 490－ 21：10．9 3．4�
12 ホーカスポーカス 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 428－ 21：11．11� 9．4�
714 リンクスナナ 牝3栗 54 小牧 太目谷 一幸氏 西橋 豊治 浦河 高松牧場 440± 01：11．31� 2．2�
612 ナイトジュレップ 牡3栗 56

53 ▲横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 478－ 21：11．51� 11．7�

816 パ ス ポ ー ト 牝3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 438－ 21：12．56 200．9	
48 カガプラナス 牝3鹿 54 西田雄一郎香川 憲次氏 萱野 浩二 日高 山際 辰夫 406－ 41：12．6クビ 180．0

59 メイショウヴァルス 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 村下 明博 406± 01：12．7� 138．4�
35 パルティータ 牝3黒鹿 54

53 ☆義 英真�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 464＋ 8 〃 アタマ 137．2�
11 ゾディアック 牝3鹿 54 長岡 禎仁�ミルファーム 田中 清隆 浦河 北俣 牧夫 424－ 41：13．33� 266．0
815 スガノインディ 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹菅原富美子氏 松山 将樹 新冠 マリオステー
ブル 484－ 61：13．83 8．9�

23 キャンディソング 牝3鹿 54 吉田 隼人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 飯田 祐史 日高 シンボリ牧場 432－ 8 〃 アタマ 11．0�

713 リネンスイープ 牝3芦 54 丸山 元気戸山 光男氏 坂口 正則 日高 前川 義則 404－ 21：13．9クビ 31．5�
611 ラ ズ ベ リ ル 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也ディアレスト 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 424 ―1：14．21� 33．7�
24 サンドーバー 牝3青鹿54 小島 太一 �加藤ステーブル 萱野 浩二 むかわ 佐久間 孝司 454＋101：14．3� 285．4�
47 ノーブルジャーニー 牝3栗 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 むかわ 上水牧場 420－ 41：15．15 31．9�
36 ブ ラ ッ チ ョ 牝3青鹿 54

51 ▲山田 敬士小林 祐一氏 青木 孝文 浦河 榊原 敏明 B442－ 61：15．63 315．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，629，900円 複勝： 21，319，800円 枠連： 8，323，900円
馬連： 32，459，900円 馬単： 19，218，200円 ワイド： 22，144，900円
3連複： 49，636，500円 3連単： 63，920，800円 計： 233，653，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 190円 � 120円 枠 連（1－5） 1，620円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 510円 �� 220円 �� 440円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 8，220円

票 数

単勝票数 計 166299 的中 � 38400（2番人気）
複勝票数 計 213198 的中 � 45934（2番人気）� 20990（4番人気）� 54729（1番人気）
枠連票数 計 83239 的中 （1－5） 3972（8番人気）
馬連票数 計 324599 的中 �� 16138（6番人気）
馬単票数 計 192182 的中 �� 5083（9番人気）
ワイド票数 計 221449 的中 �� 10136（6番人気）�� 29115（1番人気）�� 12083（3番人気）
3連複票数 計 496365 的中 ��� 39429（1番人気）
3連単票数 計 639208 的中 ��� 5635（15番人気）

ハロンタイム 9．8―11．0―11．6―12．4―12．7―13．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．8―20．8―32．4―44．8―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F38．5
3 ・（3，14）（12，15）10（13，5）－2－16，9（6，8）（1，4）－11－7 4 14－（3，12）（15，10）（5，2）13－（9，16）－8，6（1，4）－11－7

勝馬の
紹 介

�カポラヴォーロ �
�
父 Munnings �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2017．7．23 福島11着

2015．3．4生 牡3栗 母 My Anguilla 母母 Be My Baby 9戦1勝 賞金 8，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーブルジャーニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月15日まで平

地競走に出走できない。
ブラッチョ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月15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） 2頭 シゲルキュウリ号・ラッシュウィン号
（非抽選馬） 5頭 キクノシャイン号・シップフォクイーン号・トモジャオール号・マサノメーテル号・ローズベスト号

11038 4月15日 曇 稍重 （30福島1）第4日 第2競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （芝・右）

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

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

23 アイアムヒメ 牝3栗 54
53 ☆木幡 巧也玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 452＋101：11．8 2．1�

11 ニシノシノブ 牝3芦 54 嶋田 純次西山 茂行氏 本間 忍 日高 日西牧場 436－ 41：12．22� 22．9�
714 ミッキーパパイア 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：12．51� 12．5�
611 スズカローレル 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 406－ 21：12．71� 14．7�
12 サンドラフラッシュ 牝3芦 54 吉田 隼人林 正道氏 奥村 武 新冠 山岡ファーム 418＋ 4 〃 ハナ 19．4�
816 ブラックブラック 牝3黒鹿54 高倉 稜三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド 388± 01：13．12� 6．9�
59 プ ラ イ マ ル 牝3鹿 54 小島 太一	ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 458－ 41：13．31� 40．8

47 ラ ラ マ �3黒鹿 56

53 ▲横山 武史古賀 和夫氏 古賀 史生 新冠 対馬 正 474－ 81：13．61� 27．2�
713 ホクトスズラン 牝3鹿 54 丸山 元気�大島牧場 沖 芳夫 浦河 大島牧場 488－10 〃 クビ 6．7
815 デルマミモザ 牝3鹿 54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 むかわ 東振牧場 428± 01：13．81� 73．5�
35 デックテープ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也志邑 宣彦氏 水野 貴広 新ひだか 酒井 秀紀 430＋ 41：13．9� 268．2�
510 ケイヴェイロン 牡3青鹿 56

55 ☆井上 敏樹中西 桂子氏 石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 412－ 8 〃 アタマ 246．3�

36 ヴィアプライド 牡3鹿 56 西田雄一郎 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 504± 0 〃 ハナ 127．3�

48 テルキーネス 牝3黒鹿54 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 404－141：14．0クビ 11．6�
612 ファンライフ 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 初也猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 424± 01：14．42� 144．3�
24 スイートハート 牝3青鹿 54

51 ▲藤田菜七子平賀 久枝氏 南田美知雄 新冠 新冠橋本牧場 426 ―1：14．71� 18．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，966，000円 複勝： 21，049，100円 枠連： 9，263，500円
馬連： 30，921，700円 馬単： 16，621，800円 ワイド： 23，271，900円
3連複： 44，091，300円 3連単： 57，910，400円 計： 220，095，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 500円 � 390円 枠 連（1－2） 1，050円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 910円 �� 640円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 7，830円 3 連 単 ��� 28，830円

票 数

単勝票数 計 169660 的中 � 64631（1番人気）
複勝票数 計 210491 的中 � 59143（1番人気）� 8197（10番人気）� 11181（7番人気）
枠連票数 計 92635 的中 （1－2） 6774（4番人気）
馬連票数 計 309217 的中 �� 10144（8番人気）
馬単票数 計 166218 的中 �� 3930（12番人気）
ワイド票数 計 232719 的中 �� 6622（10番人気）�� 9801（4番人気）�� 2816（23番人気）
3連複票数 計 440913 的中 ��� 4223（28番人気）
3連単票数 計 579104 的中 ��� 1456（84番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．8―12．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．5―48．0―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアムヒメ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．10．28 東京2着

2015．2．27生 牝3栗 母 ウォータームージカ 母母 カパルアベイ 6戦1勝 賞金 9，600，000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） 1頭 フレネシー号
（非抽選馬） 4頭 オテンバランナー号・スピードウイング号・ビスタペルフェッタ号・ヒロノエイタツ号

第１回 福島競馬 第４日



11039 4月15日 曇 稍重 （30福島1）第4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）

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
1：40．9

良
重

34 アポロレイア 牝3鹿 54
51 ▲横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 454－ 21：48．1 2．4�

814 クインズオライリー 牝3芦 54
52 △森 裕太朗亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 446－ 41：49．69 33．9�

59 テイエムソレイユ 牝3鹿 54 柴山 雄一竹園 正繼氏 安田 翔伍 新冠 ムラカミファーム B466－ 41：49．81� 6．3�
46 ガトーブリランテ 牝3栗 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 追分ファーム 462－201：50．54 21．5�
815 アルファルミナス 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 458＋141：51．03 238．3	
22 フ ラ ミ ン ゴ 牝3青鹿54 吉田 隼人中辻 明氏 武井 亮 浦河 笹島 智則 452－ 21：51．1� 16．4

610 トーアカグヤヒメ 牝3鹿 54 黛 弘人高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 450－14 〃 ハナ 188．0�
713 フロースヒルデ 牝3鹿 54 川須 栄彦宮川 保氏 蛯名 利弘 日高 浦新 徳司 420－101：51．52� 36．9�
11 ラベルベート 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 468 ―1：51．6� 36．1
47 ブリオレット 牝3鹿 54 田中 勝春�G1レーシング 角居 勝彦 安平 追分ファーム 500 ―1：52．13 7．9�
611 ウ ィ キ ャ ン 牝3鹿 54 蛯名 正義道永 幸治氏 田中 清隆 新冠 スカイビーチステーブル 420－12 〃 アタマ 123．6�
58 ゴールドインレイ 牝3芦 54 酒井 学副島 義久氏 羽月 友彦 浦河 木村牧場 460－ 81：52．2� 10．0�
23 ア ビ ー ム 牝3青鹿54 宮崎 北斗 �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 452－ 41：53．810 4．1�
712 ベ ル コ ル ポ 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 482 ―1：54．65 168．6�
35 ヴィクトアリー 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子窪田 康志氏 田島 俊明 浦河 有限会社
吉田ファーム 458± 01：55．45 94．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，182，300円 複勝： 29，069，000円 枠連： 10，659，800円
馬連： 34，385，800円 馬単： 17，788，300円 ワイド： 26，405，400円
3連複： 47，466，000円 3連単： 66，548，000円 計： 253，504，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 420円 � 160円 枠 連（3－8） 2，880円

馬 連 �� 3，890円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 860円 �� 320円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 21，440円

票 数

単勝票数 計 211823 的中 � 67803（1番人気）
複勝票数 計 290690 的中 � 73638（1番人気）� 12067（7番人気）� 47583（3番人気）
枠連票数 計 106598 的中 （3－8） 2860（8番人気）
馬連票数 計 343858 的中 �� 6850（13番人気）
馬単票数 計 177883 的中 �� 2516（21番人気）
ワイド票数 計 264054 的中 �� 7448（9番人気）�� 23506（2番人気）�� 5695（15番人気）
3連複票数 計 474660 的中 ��� 10238（9番人気）
3連単票数 計 665480 的中 ��� 2250（62番人気）

ハロンタイム 6．8―11．3―11．8―12．9―13．5―13．2―12．8―12．6―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―29．9―42．8―56．3―1：09．5―1：22．3―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アポロレイア �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 Saint Liam デビュー 2017．9．17 中山11着

2015．5．3生 牝3鹿 母 アポロジャスミン 母母 Bernstein’s Babe 7戦1勝 賞金 9，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アビーム号・ベルコルポ号・ヴィクトアリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成30年5月15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 パリスハート号

11040 4月15日 曇 稍重 （30福島1）第4日 第4競走 ��2，750�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時10分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� 基準タイム2：57．4良

22 ル ー 牡8鹿 60 山本 康志武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 460－123：06．3 11．9�
69 メイショウグジョウ 牡4栗 59 中村 将之松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 474－ 23：06．4� 11．4�
58 � シンボリダルク 牝5青鹿58 五十嵐雄祐杉浦 和也氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 472＋ 63：06．61� 12．0�
33 シゲルボブキャット 牡4栗 59 植野 貴也森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 460± 03：06．92 3．5�
34 � ナ ポ レ オ ン 牡6栗 60 高野 和馬前迫 義幸氏 和田正一郎 新ひだか タイヘイ牧場 490＋ 83：07．43 23．5�
46 � ケイビイノキセキ 牡6鹿 60 大江原 圭菊池 昭雄氏 萱野 浩二 浦河 駿河牧場 532－ 23：08．14 24．1�
814 ブルベアリンクス 牡4黒鹿59 佐久間寛志 	ブルアンドベア 杉山 晴紀 新ひだか 高橋 義浩 474± 03：08．41	 11．3

57 コパカバーナ 牝4栗 57 蓑島 靖典�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 室田 千秋 494－ 43：08．61� 173．9�
813 カレンバッドボーイ 牡8鹿 60 小坂 忠士鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 490－ 83：11．3大差 3．6
45 オースミナイン 牡8鹿 60 森 一馬	オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 478＋ 43：13．4大差 12．3�
11 � クリノアスカ 牝4青鹿57 原田 和真栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 鎌田 正嗣 452＋ 43：14．57 247．5�
610 ガ ン ジ ー 牡7栗 60 平沢 健治岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 506－ 4 （競走中止） 6．5�
711 スマートガイア 
6鹿 60 浜野谷憲尚トニー倶楽部 古賀 史生 安平 ノーザンファーム 472± 0 （競走中止） 222．2�
712� ムーンドロップ 牡7鹿 60 上野 翔	Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 456－ 2 （競走中止） 40．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，720，700円 複勝： 18，034，800円 枠連： 10，711，900円
馬連： 27，501，000円 馬単： 14，867，200円 ワイド： 19，236，900円
3連複： 42，425，100円 3連単： 54，341，400円 計： 202，839，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 330円 � 550円 � 390円 枠 連（2－6） 3，790円

馬 連 �� 8，410円 馬 単 �� 16，490円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 1，630円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 26，620円 3 連 単 ��� 186，710円

票 数

単勝票数 計 157207 的中 � 10551（6番人気）
複勝票数 計 180348 的中 � 15211（4番人気）� 8140（10番人気）� 12141（7番人気）
枠連票数 計 107119 的中 （2－6） 2185（16番人気）
馬連票数 計 275010 的中 �� 2534（33番人気）
馬単票数 計 148672 的中 �� 676（65番人気）
ワイド票数 計 192369 的中 �� 2304（27番人気）�� 3063（21番人気）�� 1830（30番人気）
3連複票数 計 424251 的中 ��� 1195（80番人気）
3連単票数 計 543414 的中 ��� 211（574番人気）
上り 1マイル 1：50．2 4F 53．7－3F 40．1

コーナー
通過順位

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

2
�

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

ル ー �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Kings Lake デビュー 2013．3．3 中山1着

2010．3．25生 牡8鹿 母 ブルーチャーム 母母 Beaconaire 障害：15戦1勝 賞金 20，050，000円
〔競走中止〕 ムーンドロップ号は，2号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ガンジー号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
スマートガイア号は，2周目1号障害〔ハードル〕飛越後に，転倒した「ガンジー」号の影響で，騎手が落馬したため競走
中止。

〔制裁〕 メイショウグジョウ号の騎手中村将之は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 ビーハグ号・ブルーガーディアン号



11041 4月15日 曇 稍重 （30福島1）第4日 第5競走 2，750�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時00分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� 基準タイム2：57．4良

45 ニシノスマッシュ 牡4黒鹿59 大江原 圭西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 440± 03：06．8 151．2�
69 � エイシンスペーシア �7栗 60 山本 康志岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 458－ 43：07．11� 15．5�
814 ファントムライト 牡9黒鹿60 高田 潤 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 504＋ 43：07．42 1．2�
711 トモノセンス 牡4鹿 59 中村 将之共田 義夫氏 浜田多実雄 新ひだか 佐竹 学 502－12 〃 クビ 72．0�
33 アンヴェイルド 牡7鹿 60 五十嵐雄祐窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 506＋ 23：08．14 24．7�
22 ニホンピロボーラー 牡5鹿 60 熊沢 重文小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 506＋ 23：08．84 8．5	
610 テイエムフタエマル 牝6鹿 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 渡辺 薫彦 日高 アイズスタッド株式会社 488＋ 43：10．18 35．2

57 � マリノパシフィカス 牝4黒鹿57 上野 翔矢野まり子氏 松永 康利 日高 広富牧場 414＋ 43：10．2� 51．2�
712 ワンフォーオール �4芦 59 北沢 伸也前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 23：10．41� 16．6�
58 ディグアップセンス 牡4鹿 59 草野 太郎広尾レース 伊藤 正徳 新冠 富本 茂喜 434± 03：11．88 154．1�
813 コスモヴァーズ 牡4青鹿59 森 一馬 �ビッグレッドファーム 森田 直行 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 23：13．28 67．7�
34 ブライティアサイト 牝4黒鹿57 鈴木 慶太小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 468－ 83：17．8大差 116．0�
46 クリノアンヌ 牝4栃栗57 大庭 和弥栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 440－163：21．9大差 112．3�
11 ココスタイル 牡6芦 60 石神 深一林 正道氏 的場 均 安平 ノーザンファーム 528－ 4 （競走中止） 14．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，085，000円 複勝： 46，248，900円 枠連： 9，803，100円
馬連： 25，590，600円 馬単： 19，560，300円 ワイド： 19，005，200円
3連複： 40，531，200円 3連単： 77，694，700円 計： 254，519，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，120円 複 勝 � 1，230円 � 210円 � 110円 枠 連（4－6） 10，390円

馬 連 �� 74，840円 馬 単 �� 190，520円

ワ イ ド �� 10，720円 �� 3，830円 �� 340円

3 連 複 ��� 25，310円 3 連 単 ��� 408，170円

票 数

単勝票数 計 160850 的中 � 851（13番人気）
複勝票数 計 462489 的中 � 1990（11番人気）� 17386（3番人気）� 356863（1番人気）
枠連票数 計 98031 的中 （4－6） 731（23番人気）
馬連票数 計 255906 的中 �� 265（62番人気）
馬単票数 計 195603 的中 �� 77（118番人気）
ワイド票数 計 190052 的中 �� 417（60番人気）�� 1182（32番人気）�� 16586（2番人気）
3連複票数 計 405312 的中 ��� 1201（61番人気）
3連単票数 計 776947 的中 ��� 138（644番人気）
上り 1マイル 1：50．2 4F 54．7－3F 40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノスマッシュ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2016．10．29 東京2着

2014．2．14生 牡4黒鹿 母 キャッスルブラウン 母母 Hiroo Garden 障害：2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 アンヴェイルド号の騎手浜野谷憲尚は，第4競走での落馬負傷のため五十嵐雄祐に変更。
〔競走中止〕 ココスタイル号は，競走中に異常歩様となったため2コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 ココスタイル号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査〔平地調教を含む〕。

11042 4月15日 曇 稍重 （30福島1）第4日 第6競走 1，700�サラブレッド系3歳
発走12時35分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

47 アークカンパネラ 牡3青鹿56 津村 明秀酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 B468－ 81：50．2 12．0�
814 ネオバスティーユ 牡3黒鹿56 吉田 隼人小林 仁幸氏 牧浦 充徳 日高 メイプルファーム 470－ 81：50．41� 2．3�
712 ミツオサウスポー 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 上水牧場 510－ 21：50．61� 6．7�
35 スガノスマイル 牡3鹿 56 蛯名 正義菅原富美子氏 粕谷 昌央 新ひだか 田上 徹 478± 01：51．45 20．7�
34 スキップガール 牝3鹿 54 荻野 琢真�富田牧場 寺島 良 浦河 富田牧場 460－ 6 〃 ハナ 4．3�
713 クインズプリンセス 牝3栗 54 嘉藤 貴行阿部 善武氏 大和田 成 新冠 樋渡 志尚 428＋ 6 〃 ハナ 16．0	
59 ティアマリア 牝3黒鹿54 丸田 恭介 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 B442± 01：51．61� 52．9�
611 シラハタヤマ 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新冠 武田牧場 466＋ 21：52．02� 154．9�
815 テネイシャス 牝3栗 54 酒井 学 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 432－161：52．63� 15．5
23 ジョーダンピース 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也廣崎利洋HD
 高柳 瑞樹 日高 Shall Farm 448 ―1：52．81 77．8�
610 ウィズワンアコード 牡3栗 56

54 △森 裕太朗岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 482 ―1：53．43� 17．9�
11 キリンノツバサ 牡3栗 56 丸山 元気本多 敏行氏 土田 稔 新冠 新冠橋本牧場 454＋ 21：53．82 46．7�
58 リ ミ ッ ク ス 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 480 ―1：54．22� 20．9�
46 モズオラクル 牡3栗 56 小牧 太 
キャピタル・システム 飯田 祐史 新ひだか 野坂牧場 B494＋ 81：55．26 64．6�
22 ビップエピス 牡3黒鹿56 柴山 雄一鈴木 邦英氏 田島 俊明 新冠 芳住 鉄兵 468± 01：57．3大差 156．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，367，200円 複勝： 27，010，400円 枠連： 12，865，300円
馬連： 39，429，000円 馬単： 20，590，800円 ワイド： 28，299，400円
3連複： 51，477，200円 3連単： 71，491，200円 計： 273，530，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 250円 � 120円 � 250円 枠 連（4－8） 1，120円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 580円 �� 990円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 19，810円

票 数

単勝票数 計 223672 的中 � 14857（4番人気）
複勝票数 計 270104 的中 � 21041（4番人気）� 87057（1番人気）� 21742（3番人気）
枠連票数 計 128653 的中 （4－8） 8899（4番人気）
馬連票数 計 394290 的中 �� 21642（4番人気）
馬単票数 計 205908 的中 �� 4392（11番人気）
ワイド票数 計 282994 的中 �� 12628（3番人気）�� 6978（10番人気）�� 14554（2番人気）
3連複票数 計 514772 的中 ��� 13057（6番人気）
3連単票数 計 714912 的中 ��� 2616（43番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．4―43．4―57．1―1：10．5―1：23．9―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F39．7
1
3
7（9，14）（4，10）12（1，3，15）－（2，11）（5，13）－6－8・（7，9）14（4，10，12，15）（3，5）－（1，13，11）＝6－2，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アークカンパネラ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2017．10．22 東京4着

2015．3．7生 牡3青鹿 母 ブルーフェアプレー 母母 フジノトップロマン 6戦1勝 賞金 6，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビップエピス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月15日まで平地競走

に出走できない。



11043 4月15日 曇 稍重 （30福島1）第4日 第7競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時05分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

23 アンネリース 牝4鹿 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 81：50．2 35．9�

510 テイケイレーヴ 牝5鹿 55 蛯名 正義兼松 忠男氏 荒川 義之 洞�湖 レイクヴィラファーム 536－ 81：50．73 15．1�
47 ルエヴェルロール 牝4黒鹿 55

52 ▲川又 賢治 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418－ 81：51．12� 4．0�

815 スイートメモリーズ 牝5黒鹿55 大庭 和弥堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石ファーム 506－ 61：51．31 178．1�
714 アピールバイオ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 450＋ 21：51．4� 10．7	
11 マ ン ハ イ ム 牝4栗 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 428± 0 〃 クビ 3．4

713 レッドボヌール 牝4鹿 55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 402－141：51．72 52．1�
612� トモジャプリマ 牝4黒鹿 55

53 △森 裕太朗吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 458＋201：51．91� 63．4�
35 ミヤビエメライン 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 初也村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 B428＋ 61：52．0クビ 45．8
48 レイトブルーマー 牝4芦 55

52 ▲横山 武史堀 祥子氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 458＋ 41：52．21� 12．7�
59 フ ィ ッ プ ル 牝4鹿 55 川須 栄彦 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－141：52．3クビ 18．0�
24 ベストティアーズ 牝4青 55 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 476± 01：52．61� 6．1�
36 ラグナアズーラ 牝4黒鹿55 津村 明秀 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 466＋16 〃 ハナ 14．5�
12 メイショウミハル 牝4栗 55 城戸 義政松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 458＋ 81：52．7� 11．6�
816 ハーツブライト 牝4黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹伊東 純一氏 佐藤 吉勝 安平 ノーザンファーム 474－ 81：53．33� 191．0�
611� マダムストーリー 牝4鹿 55

52 ▲木幡 育也�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム 438＋ 2 〃 ハナ 177．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，709，000円 複勝： 30，239，900円 枠連： 13，984，600円
馬連： 38，475，700円 馬単： 18，542，000円 ワイド： 28，680，900円
3連複： 54，302，000円 3連単： 65，457，200円 計： 271，391，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，590円 複 勝 � 730円 � 490円 � 210円 枠 連（2－5） 2，180円

馬 連 �� 25，200円 馬 単 �� 58，430円

ワ イ ド �� 6，600円 �� 2，580円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 30，640円 3 連 単 ��� 338，970円

票 数

単勝票数 計 217090 的中 � 4827（10番人気）
複勝票数 計 302399 的中 � 9495（10番人気）� 15071（9番人気）� 45559（2番人気）
枠連票数 計 139846 的中 （2－5） 4961（10番人気）
馬連票数 計 384757 的中 �� 1183（57番人気）
馬単票数 計 185420 的中 �� 238（124番人気）
ワイド票数 計 286809 的中 �� 1094（58番人気）�� 2851（32番人気）�� 6515（12番人気）
3連複票数 計 543020 的中 ��� 1329（97番人気）
3連単票数 計 654572 的中 ��� 140（877番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．2―12．6―12．5―11．9―12．5―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．0―48．6―1：01．1―1：13．0―1：25．5―1：37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アンネリース �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Linamix デビュー 2016．7．23 福島2着

2014．5．31生 牝4鹿 母 マ ン バ ラ 母母 Do the Mambo 14戦2勝 賞金 23，896，000円
〔発走状況〕 アンネリース号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 アンネリース号は，発走調教再審査。
※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 レッドコルディス号

11044 4月15日 曇 良 （30福島1）第4日 第8競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （ダート・右）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

814 キングドラゴン �5鹿 57
54 ▲木幡 育也窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 532－101：48．7 4．3�

611 ア ヴ ァ ン ト 牡4栗 57
54 ▲川又 賢治佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 クビ 27．1�

59 マルヨシャバーリー 牡4栗 57
56 ☆義 英真野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 474－ 8 〃 ハナ 5．3�

11 ブリーズスズカ 牡5青鹿 57
55 △森 裕太朗永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 470－ 41：48．91� 16．4�
713 メイクグローリー 牡4栗 57 原田 和真ライオンレースホース� 武 英智 浦河 絵笛牧場 468－ 61：49．0� 76．7�
47 ショウブニデル 牡4青鹿 57

54 ▲藤田菜七子小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 508＋221：49．53 11．0	
815� サンシャーロット 牝4栗 55

52 ▲横山 武史 �加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 430－ 61：49．6クビ 6．3

610 ナンヨーアーミー 牡5鹿 57

56 ☆井上 敏樹中村 德也氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B540＋ 21：49．7� 14．9�
46 ライムチャン 牝5鹿 55

54 ☆木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム B482－ 6 〃 クビ 3．7�
22 � ブレイクエース 牡6鹿 57

54 ▲菊沢 一樹 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 496－ 41：49．91 26．6�

712 クリノプラハ 牡5鹿 57 伴 啓太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 524－ 81：50．64 121．4�
34 � フッカツノノロシ 牡5黒鹿 57

54 ▲山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 502－121：50．7クビ 26．4�
35 エイシンルカーノ 牡4栗 57 城戸 義政�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 472± 01：51．01� 25．6�
23 � アカネバローロ 牝5鹿 55 長岡 禎仁ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 488＋ 41：53．9大差 171．6�
58 デストリーライズ �6鹿 57

56 ☆木幡 初也広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 494－ 4 （競走中止） 74．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，449，000円 複勝： 29，329，400円 枠連： 16，137，800円
馬連： 44，693，000円 馬単： 20，470，100円 ワイド： 29，904，600円
3連複： 58，155，300円 3連単： 69，553，100円 計： 290，692，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 610円 � 230円 枠 連（6－8） 1，120円

馬 連 �� 7，680円 馬 単 �� 13，080円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 500円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 10，550円 3 連 単 ��� 75，940円

票 数

単勝票数 計 224490 的中 � 40853（2番人気）
複勝票数 計 293294 的中 � 48025（2番人気）� 10021（10番人気）� 35181（4番人気）
枠連票数 計 161378 的中 （6－8） 11107（4番人気）
馬連票数 計 446930 的中 �� 4509（29番人気）
馬単票数 計 204701 的中 �� 1173（54番人気）
ワイド票数 計 299046 的中 �� 3370（29番人気）�� 16542（3番人気）�� 2875（31番人気）
3連複票数 計 581553 的中 ��� 4131（36番人気）
3連単票数 計 695531 的中 ��� 664（260番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．9―12．6―13．1―12．4―12．9―13．8―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．1―42．7―55．8―1：08．2―1：21．1―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．5
1
3
・（3，7）6，5，10，11－15－（14，9，13）（8，4）2，12－1・（7，6）（3，10，11）5（14，9）15，13（8，4）－12－2－1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングドラゴン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．6．27 東京5着

2013．4．18生 �5鹿 母 グランパドドゥ 母母 スターバレリーナ 24戦2勝 賞金 38，785，000円
〔競走中止〕 デストリーライズ号は，4コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ナンヨーアーミー号の騎手井上敏樹は，4コーナーで内側に斜行したことについて平成30年4月21日から平成30年4月29日

まで騎乗停止。（被害馬：5番・15番・8番・4番・13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アカネバローロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月15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。
（非当選馬） 1頭 クインズマラクータ号



11045 4月15日 曇 良 （30福島1）第4日 第9競走 ��1，150�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

12 バルコラベーロ 牡4栗 57
54 ▲川又 賢治 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 488－ 21：10．9 6．7�

510� シャイニングカフェ 牡6黒鹿57 蛯名 正義西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 522－ 21：11．32� 26．5�
35 トウショウスレッジ 牡5栗 57

54 ▲横山 武史トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 488－101：11．4� 15．5�
816 ギ ン ゴ ー 牡5鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 B486－ 4 〃 ハナ 15．9�
48 サトノレーヌ 牝4黒鹿55 川須 栄彦 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 436＋ 61：11．71� 10．8	
36 メ ー テ ィ ス 牝4鹿 55

52 ▲木幡 育也ニットー商事� 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 430± 01：11．91� 42．6

611� カイシュウキリシマ 牡5栗 57 黛 弘人飯村 孝男氏 青木 孝文 日高 下河辺牧場 478－ 61：12．21� 37．8�
815� ラッシュワールド 牡4栗 57 畑端 省吾小林 哲之氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 476＋121：12．3� 73．1�
11 スカイソング 牝4芦 55 宮崎 北斗西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター B480＋ 41：12．62 40．9
23 タイセイマルス 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 初也田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 476－ 81：12．92 3．1�
24 ブ ラ ン シ ュ 牝4青鹿 55

52 ▲藤田菜七子�Basic 根本 康広 平取 協栄組合 436－ 81：13．0クビ 15．1�
713� ガッティナーラ 牡4栗 57

56 ☆井上 敏樹加藤 興一氏 畠山 吉宏 新ひだか 山野牧場 490＋161：17．2大差 187．2�
47 � スカイアクセス 	9鹿 57 長岡 禎仁�和田牧場 松永 康利 むかわ 上水牧場 540－ 8 （競走中止） 165．6�
59 
 ジーブレイズ 牡5芦 57 柴山 雄一ライオンレースホース� 林 徹 米 Castleton Lyons

& Kilboy Estate 498－10 （競走中止） 3．5�
612� ブルベアバック 牡4鹿 57

56 ☆木幡 巧也森中 蕃氏 高橋 裕 新ひだか 斉藤スタッド 442－ 2 （競走中止） 27．4�
714 サ マ ニ ー 	5青鹿 57

54 ▲菊沢 一樹井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 B474± 0 （競走中止） 20．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，333，000円 複勝： 31，288，100円 枠連： 14，742，000円
馬連： 46，791，300円 馬単： 21，494，800円 ワイド： 34，044，000円
3連複： 62，927，500円 3連単： 80，763，000円 計： 318，383，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 240円 � 520円 � 380円 枠 連（1－5） 870円

馬 連 �� 8，220円 馬 単 �� 13，040円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 1，350円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 26，540円 3 連 単 ��� 132，470円

票 数

単勝票数 計 263330 的中 � 31229（3番人気）
複勝票数 計 312881 的中 � 39580（3番人気）� 14334（9番人気）� 20516（6番人気）
枠連票数 計 147420 的中 （1－5） 13009（2番人気）
馬連票数 計 467913 的中 �� 4409（31番人気）
馬単票数 計 214948 的中 �� 1236（52番人気）
ワイド票数 計 340440 的中 �� 4652（22番人気）�� 6582（15番人気）�� 3384（33番人気）
3連複票数 計 629275 的中 ��� 1778（89番人気）
3連単票数 計 807630 的中 ��� 442（439番人気）

ハロンタイム 9．6―11．2―11．8―12．6―12．9―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．8―32．6―45．2―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F38．3
3 ・（4，8，9）（2，11，13，16）（6，14）（3，15）（1，7，10）5，12 4 ・（4，8，9）（2，11，16）（6，14）（3，7，10）（1，13）（12，5，15）

勝馬の
紹 介

バルコラベーロ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2016．7．30 札幌5着

2014．4．4生 牡4栗 母 アペラシオン 母母 アンブロワーズ 19戦1勝 賞金 18，250，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔競走中止〕 ジーブレイズ号は，競走中に疾病〔右第1指関節開放性脱臼並びに左第3手根骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナー
で競走中止。
サマニー号・スカイアクセス号・ブルベアバック号は，4コーナーで，転倒した「ジーブレイズ」号の影響で，騎手が落馬し

たため競走中止。
〔その他〕 ガッティナーラ号は，4コーナー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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 デルマオフクロサン号
（非抽選馬） 1頭 ウィズアウィッシュ号

11046 4月15日 曇 良 （30福島1）第4日 第10競走 ��1，200�
い お う じ

医 王 寺 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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

12 オトコギマサムネ �7鹿 57 高田 潤塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B488－ 41：11．3 48．0�
24 � ジ ェ ス ロ �5鹿 57 小牧 太松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 420－ 4 〃 クビ 35．7�
816 ウインストラグル 牡4黒鹿57 丸山 元気�ウイン 宮本 博 浦河 大柳ファーム 486＋ 41：11．4クビ 36．8�
11 サンタナブルー 牡6黒鹿57 川須 栄彦 �ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 480＋ 21：11．5� 17．3�
713 トウカイクローネ 牡6青鹿57 熊沢 重文内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 476－ 4 〃 クビ 48．6�
35 ツ ヅ ク 牝4鹿 55 杉原 誠人清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 440－ 81：11．6クビ 17．6	
510 バーミーブリーズ 牝4鹿 55 丸田 恭介吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 454－ 41：11．7� 19．4

59 テイエムイキオイ 牡4青鹿57 森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 472－ 81：11．91 6．9�
23 ザベストエバー 牡4黒鹿57 吉田 隼人古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 460－ 21：12．0	 7．1�
714 ウインペイザージュ 牝4鹿 55 
島 良太�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 446－ 21：12．1� 51．0
36 リルティングインク 牝5黒鹿55 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 41：12．2� 25．1�
48 � ゴーフォワード �5鹿 57 藤田菜七子前田 剛氏 坂口 正則 新ひだか 岡田スタツド 466－ 4 〃 ハナ 24．0�
611� アポロリュウセイ 牡5栗 57 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 502－ 4 〃 アタマ 4．1�
612 ナタリーバローズ 牝5鹿 55 津村 明秀猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 アタマ 3．0�
815 クラウンスカイ 牡5青鹿57 井上 敏樹�クラウン 小野 次郎 新冠 ヒカル牧場 460－ 61：12．41� 32．4�
47 � アスカダイヤモンド 牝4鹿 55 木幡 初也中西 功氏 谷原 義明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 436－ 21：12．5� 211．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，488，400円 複勝： 38，877，500円 枠連： 22，926，000円
馬連： 63，592，700円 馬単： 27，938，200円 ワイド： 43，049，700円
3連複： 87，481，000円 3連単： 114，235，700円 計： 425，589，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，800円 複 勝 � 1，150円 � 1，020円 � 1，070円 枠 連（1－2） 4，230円

馬 連 �� 33，430円 馬 単 �� 93，540円

ワ イ ド �� 8，220円 �� 10，380円 �� 12，370円

3 連 複 ��� 423，290円 3 連 単 ��� 3，600，900円

票 数

単勝票数 計 274884 的中 � 4578（13番人気）
複勝票数 計 388775 的中 � 8922（15番人気）� 10124（12番人気）� 9623（14番人気）
枠連票数 計 229260 的中 （1－2） 4191（13番人気）
馬連票数 計 635927 的中 �� 1474（78番人気）
馬単票数 計 279382 的中 �� 224（188番人気）
ワイド票数 計 430497 的中 �� 1355（79番人気）�� 1071（95番人気）�� 897（99番人気）
3連複票数 計 874810 的中 ��� 155（469番人気）
3連単票数 計1142357 的中 ��� 23（2907番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．5―12．1―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．0―47．1―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オトコギマサムネ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．7．21 中京1着

2011．3．17生 �7鹿 母 レッドベリル 母母 レッドヴェルベット 36戦3勝 賞金 38，012，000円
〔騎手変更〕 リルティングインク号の騎手柴山雄一は，第9競走での落馬負傷のため黛弘人に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ダーリンラブラ号・ブレイズガール号・ベリーグレート号・マッタナシ号・ミヤラビランド号



11047 4月15日 曇 良 （30福島1）第4日 第11競走 ��2，000�福 島 民 報 杯
発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，29．4．15以降30．4．8まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

福島民報社長賞（1着）
賞 品

本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

510 マイネルサージュ 牡6鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 506＋ 42：00．8 8．0�

48 マイスタイル 牡4鹿 55 田中 勝春寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 454－ 6 〃 クビ 5．2�
612� ストーンウェア 牡6鹿 54 蛯名 正義吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 468－ 62：01．01 19．5�
47 ヴ ォ ー ジ ュ 牡5青鹿54 丸田 恭介杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 510－162：01．42� 10．7�
24 ピ ン ポ ン 牡8鹿 52 宮崎 北斗小田切有一氏 粕谷 昌央 新冠 大栄牧場 478± 0 〃 クビ 145．8�
11 ラインルーフ 牡6栗 54 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 村田牧場 518－102：01．5クビ 13．5	
714 ノーブルマーズ 牡5栗 55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 496＋ 4 〃 クビ 7．0

816 レトロロック 牡6鹿 54 酒井 学金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 478± 02：01．71� 6．2�
611 ケ ン ト オ ー 牡6黒鹿56 小牧 太田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 464－ 62：01．8クビ 7．7�
36 	 ショウナンバッハ 牡7鹿 54 木幡 初也国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 B452± 0 〃 ハナ 12．4
815 シャイニープリンス 牡8青鹿56 木幡 巧也小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 504＋ 62：02．01� 55．3�
35 サトノスティング 牡7青鹿53 的場 勇人 �サトミホースカンパニー 的場 均 千歳 社台ファーム 466－ 4 〃 クビ 19．2�
12 ジョルジュサンク 牡5栗 54 川須 栄彦 �CHEVAL AT-

TACHE 
島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 522－ 42：02．1� 52．6�
59 フェルメッツァ 牡7鹿 55 川又 賢治 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 22：02．3� 25．3�
713 アダムバローズ 牡4黒鹿55 丸山 元気猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 506－ 42：03．25 25．4�
23 パドルウィール 牡7芦 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 82：04．26 32．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，372，100円 複勝： 72，564，100円 枠連： 44，556，000円
馬連： 196，256，500円 馬単： 69，718，600円 ワイド： 97，438，600円
3連複： 281，925，200円 3連単： 346，821，300円 計： 1，160，652，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 280円 � 240円 � 590円 枠 連（4－5） 1，210円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 5，520円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 2，650円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 19，150円 3 連 単 ��� 110，760円

票 数

単勝票数 計 513721 的中 � 50970（5番人気）
複勝票数 計 725641 的中 � 68845（5番人気）� 88201（2番人気）� 28031（10番人気）
枠連票数 計 445560 的中 （4－5） 28446（1番人気）
馬連票数 計1962565 的中 �� 59904（7番人気）
馬単票数 計 697186 的中 �� 9469（20番人気）
ワイド票数 計 974386 的中 �� 21975（10番人気）�� 9342（41番人気）�� 9995（34番人気）
3連複票数 計2819252 的中 ��� 11038（71番人気）
3連単票数 計3468213 的中 ��� 2270（396番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．1―12．2―12．3―12．4―12．3―12．8―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
11．9―22．5―33．6―45．8―58．1―1：10．5―1：22．8―1：35．6―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．0
1
3
13，8－1－（3，7）9，2（14，15）（11，12）（4，5，16）－10－6
13，8－（1，7）－3（2，14，9，12）（4，11，15）16，5，10－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルサージュ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．7 中山1着

2012．4．13生 牡6鹿 母 サ オ ヒ メ 母母 ハ ル カ ゼ 26戦6勝 賞金 121，651，000円
〔騎手変更〕 パドルウィール号の騎手柴山雄一は，第9競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミッキージョイ号
（非抽選馬） 4頭 アウトライアーズ号・クラリティシチー号・デルマサリーチャン号・パワーポケット号

11048 4月15日 曇 良 （30福島1）第4日 第12競走 ��2，600�
おく ほ そ み ち

奥 の 細 道 特 別
発走16時00分 （芝・右）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
福島競馬振興会長賞（1着）

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

77 � マコトガラハッド �5鹿 57 丸山 元気�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 482－ 62：43．9 12．0�
44 ステイブラビッシモ 牡5鹿 57 吉田 隼人草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 458－ 82：44．0	 2．5�
22 アインザッツ 牡5鹿 57 川又 賢治 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B462－122：44．31
 5．2�
11 シャインブライト 牡5芦 57 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 480－ 22：44．72	 5．3�
88 サトノシャーク 牡4鹿 57 酒井 学 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 518± 02：44．91� 10．5	
55 コスモピクシス 牝5黒鹿55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 418－102：45．0
 14．7

66 ヒメタチバナ 牝5黒鹿55 丸田 恭介岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 468＋ 22：45．1クビ 4．4�
33 ス ク ラ ッ タ 牝5黒鹿55 井上 敏樹吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B414－ 62：45．95 117．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 41，032，700円 複勝： 36，162，700円 枠連： 発売なし
馬連： 82，230，300円 馬単： 40，978，800円 ワイド： 40，487，300円
3連複： 87，790，500円 3連単： 204，251，100円 計： 532，933，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 280円 � 120円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 4，420円

ワ イ ド �� 600円 �� 970円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 18，660円

票 数

単勝票数 計 410327 的中 � 27275（6番人気）
複勝票数 計 361627 的中 � 23754（7番人気）� 99301（1番人気）� 54389（3番人気）
馬連票数 計 822303 的中 �� 35540（8番人気）
馬単票数 計 409788 的中 �� 6945（19番人気）
ワイド票数 計 404873 的中 �� 16387（9番人気）�� 9608（17番人気）�� 45922（2番人気）
3連複票数 計 877905 的中 ��� 28648（9番人気）
3連単票数 計2042511 的中 ��� 7934（69番人気）

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

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�
13．4―26．0―39．1―51．7―1：04．3―1：16．8―1：30．2―1：43．1―1：55．6―2：07．5―2：19．7―2：31．5

コーナー
通過順位

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

2
�
7－8，2，6（1，4）（3，5）
7（2，8）（1，6，4）－（3，5）

勝馬の
紹 介

�マコトガラハッド 
�
父 スズカマンボ 

�
母父 ブライアンズタイム

2013．5．18生 �5鹿 母 マコトコーラン 母母 ビットオブフェイス 12戦3勝 賞金 34，688，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 マコトガラハッド号の騎手柴山雄一は，第9競走での落馬負傷のため丸山元気に変更。

３レース目



（30福島1）第4日 4月15日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 177頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

204，860，000円
12，780，000円
13，860，000円
1，450，000円
22，620，000円
71，423，000円
6，205，600円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
299，335，300円
401，193，700円
173，973，900円
662，327，500円
307，789，100円
411，968，800円
908，208，800円
1，272，987，900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 4，437，785，000円

総入場人員 11，697名 （有料入場人員 9，817名）
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