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11013 4月7日 曇 良 （31福島1）第2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
1：40．9

良
重

23 プリカジュール 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ 514＋ 21：50．0 7．0�

22 アルジェンタータ 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �グリーンファーム奥村 武 千歳 社台ファーム 424＋ 41：50．21� 15．4�
46 ブラックモリオン 牝3青鹿 54

52 △西村 淳也 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B482－ 61：50．52 8．1�
814 リップグロス 牝3栗 54 中井 裕二 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 428－ 41：50．6� 8．1�
610 グレイテスト 牝3芦 54 津村 明秀荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 450－121：50．81� 1．8	
815 トゥービーシック 牝3黒鹿54 横山 和生西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 426－ 21：50．9� 22．4

712 フォーアネーム 牝3鹿 54 荻野 極 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 492－ 41：51．0� 35．7�
34 ジュリアヴィーナス 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太小國 和紀氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 494－10 〃 ハナ 131．2�
713 メイショウパティオ 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 430－141：51．31� 53．8
35 ノーブルテラ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子吉木 伸彦氏 久保田貴士 新ひだか 服部 牧場 472－ 61：51．4� 42．2�
47 タイムハンドラー 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新 �サンデーレーシング 杉山 晴紀 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438－ 21：52．03� 20．2�

59 ワンダールウェス 牝3栗 54
53 ☆川又 賢治山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 米田牧場 440－ 21：52．74 41．3�

11 メイショウコスイ 牝3栗 54 太宰 啓介松本 好雄氏 長谷川浩大 浦河 村下 明博 462 ―1：52．91� 22．1�
58 シーズンズオブラヴ 牝3栗 54 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 386－ 61：53．11� 219．1�
611 ラストミステリー 牝3鹿 54 黛 弘人 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 458＋ 61：55．8大差 280．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，530，700円 複勝： 33，144，900円 枠連： 10，021，900円
馬連： 33，762，100円 馬単： 19，453，700円 ワイド： 30，304，200円
3連複： 52，194，200円 3連単： 66，441，300円 計： 264，853，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 200円 � 530円 � 260円 枠 連（2－2） 4，710円

馬 連 �� 4，730円 馬 単 �� 8，160円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 600円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 8，870円 3 連 単 ��� 49，960円

票 数

単勝票数 計 195307 的中 � 22198（2番人気）
複勝票数 計 331449 的中 � 51141（2番人気）� 13557（7番人気）� 33315（4番人気）
枠連票数 計 100219 的中 （2－2） 1648（13番人気）
馬連票数 計 337621 的中 �� 5525（14番人気）
馬単票数 計 194537 的中 �� 1786（24番人気）
ワイド票数 計 303042 的中 �� 6000（12番人気）�� 13579（4番人気）�� 3898（24番人気）
3連複票数 計 521942 的中 ��� 4412（33番人気）
3連単票数 計 664413 的中 ��� 964（149番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．5―43．4―56．6―1：09．6―1：22．9―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．4
1
3
・（3，6）（10，15）－（7，11）9（13，14）（4，12）2（1，5）8・（3，6）（10，15）－（7，14）－（13，12）2（11，4，5）1－8－9

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

勝馬の
紹 介

プリカジュール �
�
父 アーネストリー �

�
母父 Victory Gallop デビュー 2018．10．7 京都6着

2016．4．18生 牝3鹿 母 シャインリザルト 母母 Princess Patti 6戦1勝 賞金 8，500，000円
〔制裁〕 リップグロス号の騎手中井裕二は，3コーナー手前で内側に斜行したことについて平成31年4月13日から平成31年4月21日

まで騎乗停止。（被害馬：13番・11番・9番・8番）
〔その他〕 ラストミステリー号は，3コーナー手前で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サユリ号・ノアキセキ号

11014 4月7日 曇 良 （31福島1）第2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

48 ス キ ッ プ 牡3黒鹿56 吉田 隼人�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 452－ 81：10．2 5．2�
714 バカラクイーン 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子�三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 462－ 6 〃 クビ 3．9�
47 メイクアンシー 牡3青鹿56 横山 和生チームユッキレーシング 高市 圭二 日高 広富牧場 454＋ 21：10．3� 2．2�
12 ヒロシゲウェーブ 牡3栗 56

55 ☆森 裕太朗阿尾 浩和氏 藤沢 則雄 新ひだか 高橋 義浩 434＋101：10．51� 27．6�
59 ガーデンコンサート 牝3鹿 54 津村 明秀 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 456± 01：10．6� 9．8	
713 モメチョッタ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 428－101：10．7� 10．4

816 チ ャ ピ 牝3黒鹿 54

53 ☆横山 武史加藤 晃央氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 452＋ 61：10．8クビ 21．5�
23 カ ー ヴ ィ ー 牝3黒鹿 54

52 △菊沢 一樹ニッシンレーシング 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 436 ― 〃 クビ 32．9�
11 ハローマイフレンド 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士石川 秀守氏 林 徹 新ひだか サンコウ牧場 404 ―1：10．9� 128．4
510 ペイシャマキアージ 牝3黒鹿 54

53 ☆川又 賢治北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 466± 0 〃 ハナ 185．5�
24 ケンアンドランス 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 壮史氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 492＋141：11．0クビ 128．5�
36 ラスティングライ 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか へいはた牧場 B498＋201：11．42� 77．1�
35 ウインドシャルム 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太福原 正博氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 438＋321：11．71� 180．4�
612 ビクトリーゴールド 牝3鹿 54 荻野 極田島 政光氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 396－ 41：12．44 303．3�
815 ダ ナ キ ル 牝3黒鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか タガミファーム 420＋141：15．6大差 362．0�
611 デルマヴァンドーム 牝3栗 54 井上 敏樹浅沼 廣幸氏 作田 誠二 日高 ファニーヒルファーム 496 ―1：16．98 439．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，943，400円 複勝： 27，692，900円 枠連： 9，361，000円
馬連： 32，831，200円 馬単： 19，948，900円 ワイド： 23，822，300円
3連複： 44，641，200円 3連単： 61，211，500円 計： 242，452，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 140円 � 120円 � 120円 枠 連（4－7） 250円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 330円 �� 240円 �� 200円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 5，270円

票 数

単勝票数 計 229434 的中 � 35222（3番人気）
複勝票数 計 276929 的中 � 42605（3番人気）� 63103（2番人気）� 67340（1番人気）
枠連票数 計 93610 的中 （4－7） 27919（1番人気）
馬連票数 計 328312 的中 �� 31617（3番人気）
馬単票数 計 199489 的中 �� 6769（9番人気）
ワイド票数 計 238223 的中 �� 16311（4番人気）�� 25547（2番人気）�� 32696（1番人気）
3連複票数 計 446412 的中 ��� 49005（1番人気）
3連単票数 計 612115 的中 ��� 8413（9番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．4―11．9―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．6―46．5―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．6
3 ・（6，10）14（9，13，7）（8，16）（3，12）2（4，5）－1＝15－11 4 6，10（9，14）（7，16）（8，13）3（2，12）（4，5）－1＝15＝11

勝馬の
紹 介

ス キ ッ プ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．10．2 阪神5着

2016．4．6生 牡3黒鹿 母 エ ト ピ リ カ 母母 アフレイタス 8戦1勝 賞金 10，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダナキル号・デルマヴァンドーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月

7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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スキルドロイヤー号
（非抽選馬） 4頭 インディゴブルー号・クールジェンヌ号・ピンクブロッサム号・リトルグッド号

第１回 福島競馬 第２日



11015 4月7日 曇 良 （31福島1）第2日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時45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

713 サピアウォーフ 牝3鹿 54
51 ▲斎藤 新小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 470＋ 41：48．6 1．8�

35 � サウスブルーグラス 牡3黒鹿56 菱田 裕二越村 哲男氏 久保田貴士 米 Winches-
ter Farm 448－ 41：48．81� 9．0�

11 ボニーソックス 牝3黒鹿54 津村 明秀落合 幸弘氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 436－101：50．07 21．9�
814 タイセイブランシュ 牝3芦 54

53 ☆富田 暁田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 前川 勝春 454± 01：50．74 230．5�
47 コ ン シ ー ド 牡3栗 56 丹内 祐次河村 祥史氏 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 462＋ 41：51．02 10．0�
58 オリバーヴォーグ 牡3青鹿 56

55 ☆横山 武史志村 幸彦氏 尾形 和幸 日高 千葉飯田牧場 494＋ 21：51．2� 30．8�
611 カ ラ デ ニ ズ 牡3黒鹿56 吉田 隼人橋元 勇氣氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 522－ 21：51．41� 3．7	
34 ネ オ シ ー ナ 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子椎名 節氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 500＋ 81：51．61 74．3

815 セイウンカイドウ 牡3青鹿 56

53 ▲三津谷隼人西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 516＋101：52．45 262．6�
23 ツウカイステラ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也木村 直樹氏 小笠 倫弘 新ひだか 萩澤 泰博 458－ 21：52．72 36．8�
712 ヴァイスコード 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也 ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 深山 雅史 新ひだか 岡田スタツド 528 ―1：53．12� 66．8�

59 オグリクロノス 牡3芦 56 森 一馬 DMMドリームクラブ 松永 昌博 新冠 ヤマタケ牧場 444－ 81：53．52� 21．3�
22 ア キ セ ブ ン 牡3芦 56 中井 裕二石山 嘉七氏 小野 次郎 浦河 浦河小林牧場 532 ―1：54．67 90．3�
610 マンジェリーナ 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大布武起会 水野 貴広 新冠 岩見牧場 456－ 41：55．98 155．3�
46 スマートモンスター 	3青鹿56 丸田 恭介齊藤 雅志氏 
島 一歩 浦河 カケハムポニークラブ 454 ―1：57．38 69．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，472，700円 複勝： 42，788，300円 枠連： 8，098，200円
馬連： 30，708，900円 馬単： 19，875，100円 ワイド： 25，339，900円
3連複： 45，297，600円 3連単： 69，310，700円 計： 262，891，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 250円 � 320円 枠 連（3－7） 800円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 390円 �� 570円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 9，890円

票 数

単勝票数 計 214727 的中 � 95392（1番人気）
複勝票数 計 427883 的中 � 246354（1番人気）� 21724（4番人気）� 15873（5番人気）
枠連票数 計 80982 的中 （3－7） 7828（3番人気）
馬連票数 計 307089 的中 �� 26744（3番人気）
馬単票数 計 198751 的中 �� 10862（4番人気）
ワイド票数 計 253399 的中 �� 17810（3番人気）�� 11409（5番人気）�� 3834（15番人気）
3連複票数 計 452976 的中 ��� 8887（10番人気）
3連単票数 計 693107 的中 ��� 5079（25番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．9―12．6―13．0―12．9―13．4―13．2―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．0―42．6―55．6―1：08．5―1：21．9―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．1
1
3
13，14（8，9，10）5（3，15）（11，12）－7－1，4－（2，6）
13，8（14，5）－10（9，1，11）（7，3）－（15，12）－4＝（2，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サピアウォーフ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．9．15 中山6着

2016．2．14生 牝3鹿 母 ファーストチェア 母母 マイケイティーズ 7戦1勝 賞金 12，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アキセブン号・スマートモンスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月

7日まで平地競走に出走できない。
マンジェリーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年6月7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 チタノブーケ号・ビービーダン号

11016 4月7日 曇 良 （31福島1）第2日 第4競走 ��2，750�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時15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

57 � マ ス ト ワ ン 牡6栗 60 五十嵐雄祐木村 廣太氏 天間 昭一 浦河 山田牧場 498－ 23：02．0 5．3�
22 タイセイアプローズ 牡7鹿 60 平沢 健治田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 482－143：02．21 7．8�
33 レインボーナンバー 牡4黒鹿59 難波 剛健 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 472－ 43：02．41� 3．5�
69 クリノサンスーシ 牝6鹿 58 北沢 伸也栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 460－ 8 〃 ハナ 16．1�
45 カ ム イ 牡6鹿 60 小野寺祐太川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 474－ 83：02．61� 105．1�
610 ローレルヴィクター 牡5鹿 60 田村 太雅 	ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 石田牧場 474－ 83：05．0大差 36．1

711 ダブルコーク 牡8黒鹿60 上野 翔	G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 484－ 63：05．74 12．8�
58 	 ヴォルパンテール 牝4黒鹿57 蓑島 靖典 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

468－143：07．29 111．1�
814 ダイチョウセブン 牡4青鹿59 植野 貴也長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 468－203：09．4大差 38．4

712� ナンヨーウラヌス 牡5黒鹿60 草野 太郎�佐藤牧場 田島 俊明 浦河 三好牧場 436－203：09．71
 155．3�
（法529）

813� ダイヤグラム 牡5鹿 60 金子 光希小田 吉男氏 的場 均 日高 天羽 禮治 510－103：10．44 79．6�
34 スワーヴエドワード 牡4鹿 59 石神 深一	NICKS 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 512＋ 63：13．2大差 2．6�
46 	 シンティエンディー 牝4芦 57 大江原 圭岡田 牧雄氏 大江原 哲 加 Robert G.

Harvey 502± 03：18．3大差 142．5�
11 テイエムイキオイ 牡5青鹿60 佐久間寛志竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 470－10 （競走中止） 22．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，329，900円 複勝： 17，099，200円 枠連： 9，648，400円
馬連： 25，605，300円 馬単： 14，232，500円 ワイド： 17，730，800円
3連複： 41，906，100円 3連単： 63，298，100円 計： 203，850，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 150円 � 150円 � 140円 枠 連（2－5） 2，080円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 600円 �� 390円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 10，970円

票 数

単勝票数 計 143299 的中 � 21361（3番人気）
複勝票数 計 170992 的中 � 27490（4番人気）� 29609（3番人気）� 35037（1番人気）
枠連票数 計 96484 的中 （2－5） 3587（7番人気）
馬連票数 計 256053 的中 �� 10331（6番人気）
馬単票数 計 142325 的中 �� 3434（11番人気）
ワイド票数 計 177308 的中 �� 7227（6番人気）�� 11988（3番人気）�� 9786（5番人気）
3連複票数 計 419061 的中 ��� 19018（4番人気）
3連単票数 計 632981 的中 ��� 4183（26番人気）
上り 1マイル 1：51．0 4F 53．8－3F 40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マ ス ト ワ ン �
�
父 サムライハート �

�
母父 Century City

2013．5．7生 牡6栗 母 エリカオンヒル 母母 Buckarina 障害：4戦1勝 賞金 10，580，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 テイエムイキオイ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 カムイ号の騎手小野寺祐太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 テイエムイキオイ号は，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〕。
※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。
（非抽選馬） 3頭 シャイニードライヴ号・ナムラスパルタクス号・ブルーガーディアン号



11017 4月7日 曇 良 （31福島1）第2日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時05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
1：43．9

良
良

713 マジストラル 牡3鹿 56
55 ☆川又 賢治 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B484－141：49．7 5．1�

611 タマノジュメイラ 牝3鹿 54 津村 明秀玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 462－ 21：49．8� 4．2�
47 スパークオブライフ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 388－101：50．01� 14．5�
48 シャイニングデイズ 牡3鹿 56 荻野 琢真杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B470－ 41：50．1� 3．6�
12 レシプロケイト 牡3栗 56 �島 克駿ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516 ―1：50．2� 14．5�
36 ヴィーヴァステラ 牝3鹿 54 吉田 隼人芹澤 精一氏 伊藤 伸一 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 456－ 41：50．3� 10．5	
612 トキノユウホウ 牡3鹿 56 大庭 和弥岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 472 ―1：50．4� 131．7

35 ブラックアイドタフ 牡3黒鹿 56

55 ☆横山 武史前田 幸治氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 ハナ 12．4�
24 ペイシャシキブ 牡3黒鹿56 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 有限会社石川牧場 462－101：50．5� 46．3�
816 サンピラーアイ 牝3黒鹿 54

52 △菊沢 一樹ライオンレースホース 西村 真幸 浦河 栄進牧場 486＋ 21：50．71� 203．7�
59 ショウナンパルコ 牝3栗 54 城戸 義政国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 436－ 61：51．12� 22．1�
510 オルピメント 牝3栗 54

53 ☆富田 暁吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 422 ―1：51．31� 57．9�
815 ハルワタート 牝3黒鹿 54

51 ▲斎藤 新�下河辺牧場 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 482 ―1：51．4� 8．6�
714 フロラシオン 牝3栗 54 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム 412－141：51．61� 273．8�
23 クリノピンクダイヤ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 荒谷牧場 438 ―1：51．91� 60．2�
11 マテラカミング 牡3鹿 56 中井 裕二大野 照旺氏 浜田多実雄 日高 出口牧場 490 ―1：52．64 155．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，599，500円 複勝： 29，099，300円 枠連： 10，694，600円
馬連： 36，532，000円 馬単： 18，564，400円 ワイド： 30，587，600円
3連複： 56，631，700円 3連単： 66，190，400円 計： 269，899，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 160円 � 360円 枠 連（6－7） 1，200円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，330円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 4，180円 3 連 単 ��� 17，790円

票 数

単勝票数 計 215995 的中 � 33625（3番人気）
複勝票数 計 290993 的中 � 37476（3番人気）� 58875（1番人気）� 16571（7番人気）
枠連票数 計 106946 的中 （6－7） 6867（4番人気）
馬連票数 計 365320 的中 �� 25426（3番人気）
馬単票数 計 185644 的中 �� 5882（6番人気）
ワイド票数 計 305876 的中 �� 17291（3番人気）�� 5678（17番人気）�� 7500（13番人気）
3連複票数 計 566317 的中 ��� 10141（12番人気）
3連単票数 計 661904 的中 ��� 2697（39番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―12．3―12．7―12．9―12．6―12．5―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．0―35．3―48．0―1：00．9―1：13．5―1：26．0―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マジストラル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．11．17 京都6着

2016．4．1生 牡3鹿 母 アンブロワーズ 母母 フサイチミニヨン 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 レシプロケイト号の調教師�島一歩は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて過怠金10，000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。
（非抽選馬） 5頭 ジョディーベルボワ号・ニシノモエ号・ヒトヨノユメ号・マジックパフォーム号・ムーンスピーク号

11018 4月7日 曇 良 （31福島1）第2日 第6競走 1，150�サラブレッド系3歳
発走12時35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
1：06．9
1：06．9

良
良

24 シゲルジルコン 牝3栗 54 荻野 極森中 蕃氏 田中 剛 新ひだか グランド牧場 476＋ 21：10．3 91．7�
713 クールティアラ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 B466－ 41：10．62 1．7�
714 ベ ル ポ ー ト 牝3青鹿54 �島 克駿大社 聡氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 442－ 41：10．81� 7．2�
611 メイショウロサン 牡3黒鹿 56

55 ☆横山 武史松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 466－ 61：10．9� 10．7�
612 スキンズマッチ 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗岡 浩二氏 大根田裕之 新冠 スカイビーチステーブル 434－121：11．43 10．0�
47 デンコウブレイブ 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治田中 康弘氏 坂口 智康 新ひだか 田原橋本牧場 462＋ 21：11．5クビ 7．3�
48 テイエムロケット 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 468－ 61：11．71� 15．5	
510 アテンフェアリー 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 450＋ 6 〃 クビ 160．2

11 スズカビステー 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 伏木田牧場 444－121：11．8� 128．3�
35 ユメノハジマリ 牝3栗 54 小崎 綾也 �YGGホースクラブ 矢野 英一 日高 下河辺牧場 446－161：11．9� 73．8
36 ラプリュベル 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 486 ―1：12．0クビ 65．1�
816 タイガーブレイブ 牡3栃栗 56

53 ▲斎藤 新石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 464－ 4 〃 クビ 13．3�
815 モズナリマツ 牡3鹿 56

54 △西村 淳也 �キャピタル・システム 南井 克巳 浦河 谷川牧場 504± 01：12．1クビ 70．8�
59 キーポップコーン 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大北前孔一郎氏 池上 昌和 浦河 赤田牧場 408－161：12．95 443．8�
23 ミスアラカン 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹杉浦 和也氏 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 446－101：13．75 430．2�
12 タータンダンサー 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也今中 俊平氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 460－121：16．4大差 153．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，463，200円 複勝： 30，535，000円 枠連： 12，000，000円
馬連： 33，748，700円 馬単： 22，405，300円 ワイド： 27，973，900円
3連複： 50，816，900円 3連単： 72，476，500円 計： 276，419，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，170円 複 勝 � 950円 � 120円 � 150円 枠 連（2－7） 5，410円

馬 連 �� 13，070円 馬 単 �� 43，760円

ワ イ ド �� 3，690円 �� 6，330円 �� 260円

3 連 複 ��� 17，170円 3 連 単 ��� 260，120円

票 数

単勝票数 計 264632 的中 � 2307（11番人気）
複勝票数 計 305350 的中 � 4500（8番人気）� 97155（1番人気）� 55670（2番人気）
枠連票数 計 120000 的中 （2－7） 1719（13番人気）
馬連票数 計 337487 的中 �� 2001（27番人気）
馬単票数 計 224053 的中 �� 384（61番人気）
ワイド票数 計 279739 的中 �� 1737（27番人気）�� 1003（39番人気）�� 33944（1番人気）
3連複票数 計 508169 的中 ��� 2219（42番人気）
3連単票数 計 724765 的中 ��� 202（434番人気）

ハロンタイム 9．4―11．2―11．3―12．7―12．8―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．6―31．9―44．6―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルジルコン �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2018．10．21 東京12着

2016．5．26生 牝3栗 母 ハ エ ヌ キ 母母 ヒ ゾ ッ コ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タータンダンサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年6月7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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビービーアライヴ号
（非抽選馬） 5頭 アイニイ号・カフジサターン号・サウスパッキオ号・バシクンレッツゴー号・フラッフィーベア号



11019 4月7日 曇 良 （31福島1）第2日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走13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
1：43．3
1：40．9

良
重

611 ブリーズスズカ 牡6青鹿 57
56 ☆加藤 祥太永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 464－101：47．9 32．7�
22 リョウランヒーロー 牡5黒鹿57 横山 和生佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 484－ 2 〃 クビ 15．1�
11 レオステップアップ 牡4栗 57 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 492－101：48．0� 15．3�
46 � クリップスプリンガ 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 448－ 21：48．1クビ 29．0�
58 オウケンスターダム 牡5鹿 57

56 ☆川又 賢治福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 478－ 8 〃 ハナ 16．8�
34 ブラックカード 牡5黒鹿57 吉田 隼人岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル B466＋ 21：48．31� 2．5	
814� シゲルポインター 牡5鹿 57

54 ▲小林 凌大森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 470－201：48．4� 61．8

59 � メイショウタカトラ 牡5黒鹿 57

55 △西村 淳也松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 502－ 41：48．61� 7．3�
712 キタノユウキ 牡4鹿 57 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 B540＋ 41：48．92 4．9�
47 ディーエスバズーカ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 504－121：49．75 7．7
610 ウインインペリアル 牡4栗 57 高田 潤�ウイン 	島 一歩 新冠 コスモヴューファーム 486－ 81：50．01� 57．2�
35 � ナポレオンズワード 
6黒鹿57 	島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新冠 岩見牧場 474＋ 61：50．21� 90．5�
23 � ヒロノブシドウ 牡4黒鹿 57

55 △菊沢 一樹小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 長浜牧場 498＋ 51：50．3クビ 144．7�
815 メイショウヴォルガ 牡5鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 510＋26 〃 ハナ 12．6�
713� カズアピアーニ 
4鹿 57

54 ▲斎藤 新合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 新ひだか 三石川上牧場 494＋ 91：52．6大差 82．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，140，100円 複勝： 30，796，200円 枠連： 11，799，700円
馬連： 41，476，000円 馬単： 21，233，900円 ワイド： 34，927，800円
3連複： 60，514，600円 3連単： 76，879，500円 計： 301，767，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，270円 複 勝 � 590円 � 470円 � 540円 枠 連（2－6） 10，570円

馬 連 �� 17，530円 馬 単 �� 40，010円

ワ イ ド �� 4，840円 �� 6，160円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 64，650円 3 連 単 ��� 456，860円

票 数

単勝票数 計 241401 的中 � 5895（10番人気）
複勝票数 計 307962 的中 � 13450（9番人気）� 17611（7番人気）� 15089（8番人気）
枠連票数 計 117997 的中 （2－6） 865（29番人気）
馬連票数 計 414760 的中 �� 1833（48番人気）
馬単票数 計 212339 的中 �� 398（105番人気）
ワイド票数 計 349278 的中 �� 1846（46番人気）�� 1446（51番人気）�� 5146（24番人気）
3連複票数 計 605146 的中 ��� 702（160番人気）
3連単票数 計 768795 的中 ��� 122（1013番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．6―12．2―12．5―12．5―13．6―13．6―13．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．6―41．8―54．3―1：06．8―1：20．4―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．6―3F41．1
1
3
9（15，14）－（3，12）6（11，13）（5，10）8－4－2（1，7）・（9，15，14）－12－（6，11）－（3，4）8（10，2）5，1，7－13

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ブリーズスズカ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2015．6．14 阪神3着

2013．3．11生 牡6青鹿 母 ビューティコマンダ 母母 ビューティマロン 34戦2勝 賞金 29，450，000円
［他本会外：2戦1勝］

※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 ウインドオブホープ号・ショウザドリーム号・フラッグアドミラル号・ラスティユース号・ラッシュバンガード号

11020 4月7日 晴 良 （31福島1）第2日 第8競走 2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時35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
1：57．3
1：56．1

良
良

815 ジョブックコメン 牝4黒鹿 55
52 ▲山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 424－ 22：00．1 4．2�

46 カーロバンビーナ 牝4鹿 55
52 ▲岩田 望来 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 400－ 62：00．41� 5．7�

611 コンダクトレス 牝4黒鹿55 杉原 誠人 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 476＋122：00．61 12．2�
610 フラッグサルート 牝4鹿 55 �島 克駿吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 432－ 42：00．7� 25．4�
35 ファストライフ 牝4栗 55

52 ▲斎藤 新石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 440－ 2 〃 ハナ 8．8	
58 アドマイヤアルパマ 牝5鹿 55 勝浦 正樹近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 428± 02：00．8� 10．8

713 ナ ル ハ ヤ 牝5黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 486－18 〃 ハナ 8．7�
59 サツキワルツ 牝4鹿 55 津村 明秀小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 444＋ 42：00．9クビ 11．0�
22 � エスコフィオン 牝5鹿 55 菱田 裕二吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 422－ 8 〃 クビ 113．6
34 ゴールデンフィジー 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424－122：01．22 29．8�

23 テ ィ イ 牝4黒鹿 55
53 △菊沢 一樹近藤 英子氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 448－ 42：01．3� 28．4�

11 ムーンライトナイト 牝4鹿 55 吉田 隼人 �シルクレーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438－ 4 〃 クビ 8．1�

814 レ ロ ー ヴ 牝5鹿 55
54 ☆横山 武史今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 502＋ 42：02．78 13．5�

712� エマブルーム 牝4黒鹿 55
52 ▲木幡 育也横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 434－122：03．02 122．0�

47 � ココナッツスルー 牝4黒鹿 55
53 △西村 淳也飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 436－ 92：03．32 38．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，724，900円 複勝： 32，086，400円 枠連： 14，329，200円
馬連： 44，583，600円 馬単： 19，544，600円 ワイド： 35，207，500円
3連複： 65，769，300円 3連単： 73，717，000円 計： 307，962，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 170円 � 270円 枠 連（4－8） 730円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，190円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 5，630円 3 連 単 ��� 27，900円

票 数

単勝票数 計 227249 的中 � 42929（1番人気）
複勝票数 計 320864 的中 � 61132（1番人気）� 51091（2番人気）� 24600（6番人気）
枠連票数 計 143292 的中 （4－8） 15202（2番人気）
馬連票数 計 445836 的中 �� 29289（1番人気）
馬単票数 計 195446 的中 �� 6566（1番人気）
ワイド票数 計 352075 的中 �� 19063（1番人気）�� 7387（11番人気）�� 5007（22番人気）
3連複票数 計 657693 的中 ��� 8761（9番人気）
3連単票数 計 737170 的中 ��� 1915（38番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．3―12．2―12．4―12．5―12．0―12．4―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―23．1―34．4―46．6―59．0―1：11．5―1：23．5―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4F48．6―3F36．6
1
3
12，13（11，14）（3，6，15）（5，8）4（2，10）－9，1－7・（12，13）（11，14）（6，15）（3，5，8，4）（2，10）（1，9）＝7

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

勝馬の
紹 介

ジョブックコメン �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．7．8 福島3着

2015．3．12生 牝4黒鹿 母 カルトマリーヌ 母母 アイリスタイム 24戦2勝 賞金 45，100，000円
〔制裁〕 コンダクトレス号の騎手杉原誠人は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番・14番・6番・8

番）



11021 4月7日 晴 良 （31福島1）第2日 第9競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （芝・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 925，000
925，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

48 サンライズカナロア 牡4黒鹿 57
54 ▲斎藤 新松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 466－101：09．8 4．7�

47 マイネルパッセ 牡6栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 61：09．9� 7．5�

59 � ドリームジャンボ 牝4鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ヒカル牧場 476－ 71：10．22 23．0�
23 � スズカブレーン 牡7鹿 57

55 △菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B488－ 61：10．51� 100．4�
714 ハイヤーアプシス 牝5黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 422＋ 8 〃 同着 7．3	
612 クリノイダテン 牡4青鹿57 菱田 裕二栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 442＋ 21：10．6� 15．0

24 � コスモリョウゲツ 牡5鹿 57 横山 和生杉浦 和也氏 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 8 〃 ハナ 38．6�
35 クルークヴァール 牡4鹿 57 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 466＋ 6 〃 ハナ 5．1�
510 ヤエノグラフ 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士増田 和啓氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：11．02� 130．9
12 ダウンタウンキラリ 牝4栗 55 荻野 極林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 438－10 〃 クビ 9．0�
713 カーサデルシエロ 牝4黒鹿 55

52 ▲岩田 望来下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 434－ 21：11．1� 4．4�
11 � ストロングハピネス 牡6鹿 57 嶋田 純次�ミルファーム 的場 均 千歳 社台ファーム 436－211：11．31� 164．2�
816� ブライトンピア 牡5栗 57 黛 弘人浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460± 0 〃 ハナ 157．4�
815 ニシノオトコマサリ 牝4青鹿55 勝浦 正樹成田 隆好氏 加藤 和宏 むかわ 宇南山牧場 420－ 21：11．4クビ 23．1�
36 ラヴィソント 牝5鹿 55 的場 勇人岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 430－ 2 〃 クビ 73．7�
611 オンファサイト 牝4青鹿 55

53 △西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高橋 祥泰 浦河 中村 雅明 410－101：11．93 54．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，807，500円 複勝： 28，373，400円 枠連： 14，721，000円
馬連： 45，854，500円 馬単： 21，361，300円 ワイド： 31，834，600円
3連複： 63，415，700円 3連単： 79，072，800円 計： 306，440，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 250円 � 250円 � 800円 枠 連（4－4） 2，340円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 810円 �� 3，380円 �� 3，120円

3 連 複 ��� 20，670円 3 連 単 ��� 87，520円

票 数

単勝票数 計 218075 的中 � 37119（2番人気）
複勝票数 計 283734 的中 � 32735（4番人気）� 32787（3番人気）� 7740（9番人気）
枠連票数 計 147210 的中 （4－4） 4873（8番人気）
馬連票数 計 458545 的中 �� 15979（8番人気）
馬単票数 計 213613 的中 �� 4434（13番人気）
ワイド票数 計 318346 的中 �� 10609（8番人気）�� 2364（35番人気）�� 2571（31番人気）
3連複票数 計 634157 的中 ��� 2301（59番人気）
3連単票数 計 790728 的中 ��� 655（252番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．3―11．6―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．7―46．3―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズカナロア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2017．9．9 阪神5着

2015．1．29生 牡4黒鹿 母 ストリートスタイル 母母 フィラストリート 10戦2勝 賞金 16，200，000円

11022 4月7日 晴 良 （31福島1）第2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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

611 ニッポンテイオー 牡4鹿 57 西村 淳也新谷 幸義氏 大久保龍志 日高 チャンピオン
ズファーム 452＋ 82：39．6 8．3�

22 シゲルシイタケ 牡4鹿 57 太宰 啓介森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 456± 02：40．87 15．5�
47 マサハヤニース 牡4鹿 57 川又 賢治中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 474－14 〃 クビ 18．7�
23 � リードザフィールド 牡5栗 57 木幡 巧也岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 Brereton C. Jones

& B. Ned Jones 460＋ 22：41．11� 18．6�
35 ジャディード 牡4黒鹿57 丸田 恭介丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 442± 02：41．2クビ 4．3�
58 ミレフォリウム 牝4鹿 55 津村 明秀 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：41．73 4．8	
34 ヘブンリーデイズ 牡4鹿 57 菱田 裕二 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 22：41．8� 7．9

712 ルーラーキング 牡5鹿 57 横山 武史宮本 貞雄氏 小笠 倫弘 日高 石原牧場 470－ 82：42．11� 30．9�
46 ロイヤルディクリー 牡4鹿 57 吉田 隼人ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 544＋162：42．42 14．8�
59 バラダガール 牝5黒鹿55 杉原 誠人 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 560± 02：43．89 4．7
11 エクスパートラン 牡4青鹿57 小崎 綾也�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 462＋ 42：44．12 27．4�
610 フレスコパスト 牝5鹿 55 黛 弘人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 430＋ 22：44．2クビ 54．6�
815 ノーブルバルカン 牡4鹿 57 西田雄一郎吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 456＋ 62：45．05 101．5�
814� トキメキジュピター 牡4黒鹿57 菊沢 一樹杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 室田 千秋 492－ 82：45．85 139．4�
713� プロヴェルビオ 牝5黒鹿55 藤田菜七子成富 直行氏 根本 康広 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 42：46．86 72．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，093，200円 複勝： 37，954，300円 枠連： 21，539，200円
馬連： 59，826，800円 馬単： 28，646，100円 ワイド： 42，983，700円
3連複： 89，035，800円 3連単： 111，824，600円 計： 417，903，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 280円 � 380円 � 510円 枠 連（2－6） 3，250円

馬 連 �� 5，990円 馬 単 �� 11，090円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 2，160円 �� 4，940円

3 連 複 ��� 41，890円 3 連 単 ��� 226，460円

票 数

単勝票数 計 260932 的中 � 25082（5番人気）
複勝票数 計 379543 的中 � 39294（5番人気）� 25825（6番人気）� 18357（8番人気）
枠連票数 計 215392 的中 （2－6） 5131（12番人気）
馬連票数 計 598268 的中 �� 7735（25番人気）
馬単票数 計 286461 的中 �� 1936（45番人気）
ワイド票数 計 429837 的中 �� 6386（21番人気）�� 5147（28番人気）�� 2209（51番人気）
3連複票数 計 890358 的中 ��� 1594（127番人気）
3連単票数 計1118246 的中 ��� 358（682番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．4―12．0―12．2―11．8―12．4―12．5―12．6―12．4―12．7―11．9―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�
13．1―24．7―37．1―49．1―1：01．3―1：13．1―1：25．5―1：38．0―1：50．6―2：03．0―2：15．7―2：27．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→	→
」 上り4F49．0―3F36．6
1
�
8－（6，14）15（4，7）（5，9）（3，11）10，1，2－12－13
8，6（9，5，7）（4，15）（3，11）14，2，10（12，1）＝13

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

勝馬の
紹 介

ニッポンテイオー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Singspiel デビュー 2018．1．6 京都4着

2015．3．5生 牡4鹿 母 シルバートレイン 母母 シルバーレーン 12戦2勝 賞金 22，885，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーブルバルカン号・トキメキジュピター号・プロヴェルビオ号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成31年5月7日まで平地競走に出走できない。



11023 4月7日 晴 良 （31福島1）第2日 第11競走 ��1，700�
よ ね ざ わ

米 沢 特 別
発走15時20分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，30．4．7以降31．3．31まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

713 クインズヌーサ 牝5鹿 52 藤懸 貴志亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 462－ 41：47．2 49．9�
611 オンザロックス 牡6鹿 54 勝浦 正樹稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 488＋ 91：47．3� 15．6�
610 メイショウノボサン 牡6栗 56 太宰 啓介松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 476＋ 21：47．51� 21．1�
23 オーケストラ 牡4鹿 55 斎藤 新原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B492－ 41：47．71� 7．7�
814 ジュンパッション 牡4芦 55 吉田 隼人河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム B474＋ 8 〃 ハナ 12．7�
34 レコンキスタ 牡5栗 54 木幡 巧也村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B490－ 41：47．8� 7．7�
11 ダノンプレシャス 牡6青鹿54 中井 裕二	ダノックス 中内田充正 新ひだか グランド牧場 B466± 01：48．01 16．9

58 	 アポロテネシー 牡4鹿 56 
島 克駿アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

510± 01：48．1� 4．2�
815 フ ラ ン ド ル �6鹿 54 岩田 望来寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B492＋101：48．2� 21．8�
22 ドリームリヴァール �9黒鹿53 丸田 恭介ライオンレースホース	 池上 昌和 安平 追分ファーム B466＋ 21：48．3� 51．9
35 メモリーコウ 牝4栗 53 荻野 琢真	シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 大北牧場 446－12 〃 クビ 5．3�
47 キクノウェスター 牡4鹿 54 城戸 義政菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 矢野牧場 492＋ 61：48．51� 10．1�
59 カリーニョミノル 牝5鹿 53 富田 暁吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 494＋ 21：48．71� 8．8�
712 スリーパスポート 牡6黒鹿53 西村 淳也永井商事	 南井 克巳 むかわ 新井牧場 494＋ 21：51．3大差 114．9�
46 サンローレンス 牝4青鹿51 藤田菜七子 	加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 有限会社

ケイズ 444－ 21：52．25 59．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 45，587，300円 複勝： 60，454，500円 枠連： 43，507，600円
馬連： 161，975，400円 馬単： 64，300，800円 ワイド： 87，877，700円
3連複： 251，831，400円 3連単： 307，524，300円 計： 1，023，059，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，990円 複 勝 � 1，350円 � 670円 � 610円 枠 連（6－7） 11，360円

馬 連 �� 51，510円 馬 単 �� 128，940円

ワ イ ド �� 10，450円 �� 12，580円 �� 6，140円

3 連 複 ��� 337，870円 3 連 単 ��� 1，857，950円

票 数

単勝票数 計 455873 的中 � 7300（12番人気）
複勝票数 計 604545 的中 � 11339（13番人気）� 24476（10番人気）� 27020（9番人気）
枠連票数 計 435076 的中 （6－7） 2968（30番人気）
馬連票数 計1619754 的中 �� 2437（80番人気）
馬単票数 計 643008 的中 �� 374（177番人気）
ワイド票数 計 878777 的中 �� 2169（80番人気）�� 1799（81番人気）�� 3711（65番人気）
3連複票数 計2518314 的中 ��� 559（371番人気）
3連単票数 計3075243 的中 ��� 120（2105番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―29．8―42．6―55．8―1：08．2―1：20．6―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

クインズヌーサ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．1．14 京都14着

2014．4．18生 牝5鹿 母 クィーンオブキネマ 母母 シネマライフ 16戦3勝 賞金 33，664，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）14頭 ウインメディウム号・エピックアン号・キャベンディッシュ号・グラスブルース号・サイモンサーマル号・

サウンドマジック号・シゲルマツタケ号・スズカフューラー号・スパイスマジック号・トーホウリーガル号・
バンパークロップ号・ヒルノサルバドール号・ペイシャボム号・ミラクルブラッド号

11024 4月7日 晴 良 （31福島1）第2日 第12競走 ��1，200�
き た か た

喜 多 方 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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

57 ラニカイサンデー 牡5鹿 57 西村 淳也横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 454－ 61：09．2 16．0�
33 �� ボスキャットグレイ 牡6芦 57 菱田 裕二林 正道氏 橋口 慎介 米 Dr. Jerry Bilinski

& Harry Patten B468± 01：09．41� 23．3�
69 バリンジャー 	5栗 57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 442－ 21：09．61� 14．6�
68 リュニヴェール 牝4黒鹿55 
島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B460－ 41：09．81� 5．9�
11 リーゼントアイリス 牝4黒鹿55 川又 賢治三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 406± 0 〃 クビ 13．3�
711 リーディングエッジ 牡4鹿 57 杉原 誠人ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋ 61：09．9� 5．9	
44 � サウンドオブビット 牡6鹿 57 丸田 恭介馬場 祥晃氏 松永 康利 浦河 大北牧場 474＋12 〃 クビ 107．6

813� コスモペリドット 牡5栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新 Chouxmaani In-

vestments Ltd 494－ 8 〃 クビ 1．8�
22 エスペランサリュウ 牡6鹿 57 加藤 祥太江上 幸氏 西橋 豊治 日高 中館牧場 458－28 〃 ハナ 82．0�
710 アイアムヒメ 牝4栗 55 横山 武史玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 B446－12 〃 アタマ 13．9�
45 � キスオンザグリーン 牝4鹿 55 小崎 綾也髙嶋 祐子氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム B430＋ 21：10．53� 90．1�
812� ヒロノオウカン 牡4青鹿57 黛 弘人小野 博郷氏 蛯名 利弘 清水 小野瀬 竜馬 456－ 41：10．71� 109．1�
56 � キャンディソング 牝4鹿 55 荻野 極 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤士津八 日高 シンボリ牧場 430－101：10．8� 56．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 47，588，100円 複勝： 65，179，000円 枠連： 23，458，900円
馬連： 89，039，400円 馬単： 52，324，900円 ワイド： 55，361，800円
3連複： 125，821，600円 3連単： 226，458，500円 計： 685，232，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 590円 � 690円 � 430円 枠 連（3－5） 7，830円

馬 連 �� 10，010円 馬 単 �� 24，490円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 1，980円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 31，750円 3 連 単 ��� 243，950円

票 数

単勝票数 計 475881 的中 � 23778（7番人気）
複勝票数 計 651790 的中 � 28977（7番人気）� 23949（8番人気）� 42332（4番人気）
枠連票数 計 234589 的中 （3－5） 2320（21番人気）
馬連票数 計 890394 的中 �� 6888（31番人気）
馬単票数 計 523249 的中 �� 1602（63番人気）
ワイド票数 計 553618 的中 �� 5896（27番人気）�� 7265（22番人気）�� 5077（32番人気）
3連複票数 計1258216 的中 ��� 2972（83番人気）
3連単票数 計2264585 的中 ��� 673（472番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―10．9―11．7―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．5―45．2―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラニカイサンデー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2016．7．23 中京2着

2014．4．19生 牡5鹿 母 プリティタヤス 母母 ライトシップ 20戦2勝 賞金 26，634，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出走取消馬 フローラデマリポサ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）

３レース目



（31福島1）第2日 4月7日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

173，880，000円
3，890，000円
17，270，000円
1，690，000円
19，200，000円
70，726，250円
5，494，800円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
314，280，500円
435，203，400円
189，179，700円
635，943，900円
321，891，500円
443，951，800円
947，876，100円
1，274，405，200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 4，562，732，100円

総入場人員 11，908名 （有料入場人員 10，295名）
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