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11037 4月14日 晴 稍重 （31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

36 タカノオージャ 牡3鹿 56
55 ☆川又 賢治山口多賀司氏 村山 明 新冠 守矢牧場 488＋ 41：10．8 9．4�

12 クーファピーカブー 牝3栗 54 �島 克駿大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 444－101：11．11� 4．3�
59 ゼネラルヴィント 牡3黒鹿56 丸山 元気 �ジェネラルレーシング 伊藤 伸一 新冠 レジェンドファーム 504－ 81：11．52� 6．0�
714 ハイロードシチー 牡3黒鹿56 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 千代田牧場 486＋ 61：11．6� 2．8�
815 ビービーアライヴ 牝3鹿 54 伴 啓太�坂東牧場 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 442－141：11．91� 19．2	
23 カシノヴィオレ 牝3栗 54 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 原口牧場 442－ 81：12．0クビ 89．7

612 ヤマトフェニックス 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子醍醐 徹氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 452± 01：12．1� 18．0�
713 ブルベアヴェルデ 牡3黒鹿56 義 英真 �ブルアンドベア 高橋 康之 浦河 谷口牧場 B464－ 4 〃 ハナ 41．8�
11 タイセイカリーノ 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新田中 成奉氏 安田 翔伍 平取 有限会社中
田牧場 440－ 2 〃 クビ 13．2

35 センジュエース 牡3黒鹿 56
55 ☆横山 武史増山 武志氏 矢野 英一 新ひだか ウエスタンファーム 446＋ 21：12．63 9．7�

48 シゲルネコメイシ 牡3栗 56
53 ▲団野 大成森中 蕃氏 千田 輝彦 日高 スウィング

フィールド牧場 480± 0 〃 アタマ 160．5�
47 キーフェイス 牝3鹿 54 横山 和生北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 中本牧場 448 ―1：12．7� 33．9�
816 オウムアムア 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 522＋101：13．01� 55．4�
611 アースクインビー 牝3栗 54 丸田 恭介松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 416－ 21：13．21� 144．7�
24 ヨドノミラクル �3栗 56 田中 勝春海原 聖一氏 鹿戸 雄一 浦河 林農場 474± 01：13．41 156．1�
510 ラストライト �3鹿 56 丹内 祐次�須野牧場 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 480－ 81：13．93 107．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，641，000円 複勝： 27，941，300円 枠連： 9，885，900円
馬連： 36，844，800円 馬単： 18，654，900円 ワイド： 29，039，400円
3連複： 56，845，000円 3連単： 63，163，100円 計： 260，015，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 270円 � 150円 � 180円 枠 連（1－3） 710円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 680円 �� 750円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 19，640円

票 数

単勝票数 計 176410 的中 � 14996（4番人気）
複勝票数 計 279413 的中 � 21686（4番人気）� 59792（2番人気）� 40472（3番人気）
枠連票数 計 98859 的中 （1－3） 10769（2番人気）
馬連票数 計 368448 的中 �� 14714（6番人気）
馬単票数 計 186549 的中 �� 3613（14番人気）
ワイド票数 計 290394 的中 �� 10720（6番人気）�� 9619（8番人気）�� 16574（3番人気）
3連複票数 計 568450 的中 ��� 14243（7番人気）
3連単票数 計 631631 的中 ��� 2331（55番人気）

ハロンタイム 9．7―11．4―12．1―12．5―12．4―12．7

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―21．1―33．2―45．7―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タカノオージャ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．11．17 京都12着

2016．5．6生 牡3鹿 母 ヒカルエガオ 母母 ヒカルパルテール 5戦1勝 賞金 5，750，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔3走成績による出走制限〕 アースクインビー号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月14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 グローバルステップ号

11038 4月14日 晴 良 （31福島1）第4日 第2競走 1，800�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
1：45．3
1：43．9

良
良

510 ショウサンシルエラ 牝3栗 54
53 ☆川又 賢治鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 454－ 21：49．7 10．3�

36 ボ ナ セ ー ラ 牡3鹿 56 蛯名 正義山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 462± 0 〃 ハナ 5．5�
47 スターオブバラード 牡3黒鹿56 秋山真一郎光安 了氏 荒川 義之 新ひだか 小野 秀治 440－ 41：50．02 4．1�
35 ワンダーコノシュア 牡3黒鹿 56

53 ▲斎藤 新山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 478－ 41：50．1� 15．3�
12 タイキマイスター 牡3栗 56 荻野 琢真�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 466－101：50．2クビ 77．7�
611 マイディアライフ 牡3栗 56 柴山 雄一三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 450－ 21：50．52 4．5	
11 ニ シ ノ モ エ 牝3青鹿 54

51 ▲小林 凌大西山 茂行氏 小西 一男 新ひだか 本桐牧場 412－ 81：50．6クビ 108．5

713 ゴールドアックス 牡3鹿 56 杉原 誠人 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 420＋ 2 〃 クビ 13．8�
23 コスモアイトーン 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 61：51．02� 11．4�
59 エヌワイパフューム 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子サンアンドコム 武井 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502＋ 21：51．1� 6．3

815 ド ナ リ エ ラ 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 福岡 駿弥 466＋ 41：51．2� 355．6�
24 リトルグッド 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也小林 善一氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 370＋ 2 〃 ハナ 225．6�
714 アイドルズアイ 牝3青鹿 54

51 ▲山田 敬士榊原源一郎氏 松永 康利 新冠 オリエント牧場 446 ― 〃 クビ 44．5�
612 レッドパルテール 牝3黒鹿54 津村 明秀 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 浦河 谷川牧場 430－ 41：51．62� 19．4�
48 ニシノバモス 牡3栗 56

54 △西村 淳也西山 茂行氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 B448－ 4 〃 ハナ 54．0�
816 ジョディーベルボワ 牝3鹿 54 横山 和生大塚 亮一氏 菊川 正達 新冠 新冠橋本牧場 436－ 41：51．81� 151．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，137，800円 複勝： 27，659，700円 枠連： 8，580，500円
馬連： 32，663，100円 馬単： 16，422，900円 ワイド： 24，764，600円
3連複： 48，243，600円 3連単： 51，583，300円 計： 230，055，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 340円 � 180円 � 150円 枠 連（3－5） 880円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 880円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 27，310円

票 数

単勝票数 計 201378 的中 � 15636（5番人気）
複勝票数 計 276597 的中 � 16464（7番人気）� 42097（3番人気）� 57192（1番人気）
枠連票数 計 85805 的中 （3－5） 7523（4番人気）
馬連票数 計 326631 的中 �� 8433（15番人気）
馬単票数 計 164229 的中 �� 2170（24番人気）
ワイド票数 計 247646 的中 �� 5700（15番人気）�� 7086（10番人気）�� 13059（2番人気）
3連複票数 計 482436 的中 ��� 9300（9番人気）
3連単票数 計 515833 的中 ��� 1369（79番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．3―13．0―12．5―12．2―12．3―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．2―49．2―1：01．7―1：13．9―1：26．2―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3
10，6（4，9）（5，15）（1，2，12）8，7（3，11）13（14，16）
10，6，9（4，5）15（1，2，12）（3，8，7）（14，11）13＝16

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

勝馬の
紹 介

ショウサンシルエラ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．11．4 京都6着

2016．3．21生 牝3栗 母 ショウサンミーベル 母母 スズカリーガル 5戦1勝 賞金 7，600，000円
〔3走成績による出走制限〕 リトルグッド号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月14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 アヴァターラ号・ラハイナヌーン号

第１回 福島競馬 第４日



11039 4月14日 晴 稍重 （31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

815 エリーキャナル 牝3栗 54 内田 博幸 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 日高 森永牧場 482－ 21：48．8 7．8�
611 コンスタンティナ 牝3鹿 54 津村 明秀山本三津子氏 中野 栄治 新ひだか 田上 徹 480± 01：49．12 4．6�
46 パルスレート 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 458± 01：49．63 12．5�
59 ジューンハルジオン 牝3黒鹿 54

52 △西村 淳也吉川 潤氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 442＋ 41：49．81� 12．5�
712 ケイティシャイン 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心瀧本 和義氏 杉山 晴紀 新ひだか 矢野牧場 430－ 81：50．11� 102．4	
11 ペイシャラメント 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 蛯名 利弘 浦河 杵臼斉藤牧場 422＋ 41：50．63 283．2

23 ノーブルフューチャ 牝3栗 54 丸山 元気吉木 伸彦氏 高柳 瑞樹 浦河 小葉松 幸雄 456＋ 6 〃 アタマ 8．4�
814 オ ル オ ル 牝3栗 54 杉原 誠人 �YGGホースクラブ 星野 忍 日高 サンバマウン

テンファーム 392－ 71：50．7クビ 294．4�
610 ヴィオラピューロ 牝3栗 54 �島 克駿西岡 透氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 458－ 2 〃 クビ 15．2
58 イルフェソレイユ 牝3芦 54 藤懸 貴志�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 432－ 21：50．9� 10．5�
34 フラッフィーベア 牝3鹿 54 木幡 初也 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム B428－ 81：51．64 121．3�
713 シュペルブソワレ 牝3栗 54

53 ☆横山 武史岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 藤原牧場 506－ 61：52．66 378．4�
22 パーフェクトワン 牝3栗 54 長岡 禎仁由井健太郎氏 古賀 慎明 洞�湖 レイクヴィラファーム 440± 01：52．7クビ 457．3�
47 ベルジュルネ 牝3栃栗54 秋山真一郎 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 494 ―1：54．6大差 2．3�
35 アイベックス 牝3青鹿 54

53 ☆富田 暁石瀬 浩三氏 田島 俊明 日高 佐々木 康治 468 ―1：57．8大差 134．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，868，800円 複勝： 30，154，200円 枠連： 9，363，000円
馬連： 35，479，100円 馬単： 18，661，000円 ワイド： 28，150，300円
3連複： 49，352，600円 3連単： 61，210，800円 計： 259，239，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 240円 � 170円 � 290円 枠 連（6－8） 1，320円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，500円 �� 700円

3 連 複 ��� 6，210円 3 連 単 ��� 31，580円

票 数

単勝票数 計 268688 的中 � 27438（3番人気）
複勝票数 計 301542 的中 � 30714（4番人気）� 55285（2番人気）� 23620（6番人気）
枠連票数 計 93630 的中 （6－8） 5488（7番人気）
馬連票数 計 354791 的中 �� 21790（2番人気）
馬単票数 計 186610 的中 �� 3727（16番人気）
ワイド票数 計 281503 的中 �� 11768（8番人気）�� 4595（24番人気）�� 10416（10番人気）
3連複票数 計 493526 的中 ��� 5955（29番人気）
3連単票数 計 612108 的中 ��� 1405（122番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．7―12．9―13．0―13．0―13．6―13．2―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．8―42．7―55．7―1：08．7―1：22．3―1：35．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エリーキャナル �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 Pure Prize デビュー 2019．2．17 東京6着

2016．4．18生 牝3栗 母 ピュアゴシップ 母母 Dixieland Achiever 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 エリーキャナル号の騎手内田博幸は，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：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルジュルネ号・アイベックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月

14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 サウンドウイング号・ダイヤーズブルーム号

11040 4月14日 晴 良 （31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（番組第5競走を順序変更） （ 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

44 シーライオン 牡5黒鹿60 北沢 伸也石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 小泉牧場 488－103：01．9 2．1�
812 リングオブハピネス 牝6栗 58 佐久間寛志五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 466－12 〃 ハナ 18．5�
11 ブライトクォーツ 牡5鹿 60 熊沢 重文 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 482－103：02．11� 6．3�
813 ショウナンバリウス 牡4黒鹿59 蓑島 靖典国本 哲秀氏 奥村 武 新冠 ハシモトフアーム 500－ 83：03．58 35．1�
45 インペリオーソ 牝4青鹿57 石神 深一吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 472＋ 63：04．77 3．9�
57 ナムラスパルタクス 牡5黒鹿60 黒岩 悠奈村 信重氏 清水 久詞 日高 ナカノファーム 482－ 83：05．55 44．3	
33 ダ イ フ ク 牡6黒鹿60 草野 太郎小林 博雄氏 深山 雅史 新ひだか 前田 宗将 486＋ 83：07．3大差 18．1

69 � アムロタイプ 牡6鹿 60 難波 剛健萩 英男氏 五十嵐忠男 日高 中川 哲也 460－103：07．83 46．6�
56 トミケンスラーヴァ 牡9鹿 60 浜野谷憲尚冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 504－ 83：08．01� 13．7�
711 アメノムラクモ 牡4鹿 59 上野 翔高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 北島牧場 534－ 43：08．85 108．7
22 カ ブ キ モ ノ 牡6黒鹿60 金子 光希國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 500－ 23：15．6大差 12．5�
68 ジョーカーワイルド 牡4鹿 59 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 504－22 （競走中止） 123．0�
710 シャイニードライヴ �5鹿 60 高野 和馬小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 450－ 4 （競走中止） 34．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，780，800円 複勝： 13，537，200円 枠連： 8，093，000円
馬連： 22，548，100円 馬単： 12，786，300円 ワイド： 18，184，900円
3連複： 38，803，400円 3連単： 54，920，800円 計： 183，654，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 340円 � 210円 枠 連（4－8） 890円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 750円 �� 360円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 16，960円

票 数

単勝票数 計 147808 的中 � 54233（1番人気）
複勝票数 計 135372 的中 � 34320（1番人気）� 7932（7番人気）� 14917（3番人気）
枠連票数 計 80930 的中 （4－8） 7008（4番人気）
馬連票数 計 225481 的中 �� 8194（7番人気）
馬単票数 計 127863 的中 �� 3075（9番人気）
ワイド票数 計 181849 的中 �� 6074（6番人気）�� 14039（2番人気）�� 3265（13番人気）
3連複票数 計 388034 的中 ��� 8193（9番人気）
3連単票数 計 549208 的中 ��� 2347（45番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 52．2－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シーライオン �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2017．3．26 阪神5着

2014．4．28生 牡5黒鹿 母 アドマイヤジュエル 母母 スエヒロジョウオー 障害：8戦1勝 賞金 23，400，000円
〔騎手変更〕 カブキモノ号の騎手五十嵐雄祐は，第3回中山競馬第7日第11競走での落馬負傷のため金子光希に変更。
〔競走中止〕 シャイニードライヴ号は，1周目1号障害〔ハードル〕を内側に斜飛し，着地時に騎手がバランスをくずし落馬したため競

走中止。
ジョーカーワイルド号は，1周目1号障害〔ハードル〕着地時に，内側に斜飛した「シャイニードライヴ」号の影響で，騎手が
落馬したため競走中止。

〔制裁〕 シャイニードライヴ号の騎手高野和馬は，1周目1号障害を内側に斜飛したことについて平成31年4月20日から平成31年4月
28日まで騎乗停止。（被害馬：7番・8番・3番）
リングオブハピネス号の騎手佐久間寛志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

※出走取消馬 スマイルメロディー号（疾病〔左前肢跛行〕のため）



11041 4月14日 晴 良 （31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（番組第4競走を順序変更） （ 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

710 マイネルレオーネ 牡7黒鹿60 黒岩 悠 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 398－ 63：00．4 4．7�

812 ブルーガーディアン 牡7黒鹿60 石神 深一 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 490－143：01．99 7．8�
44 � アサクサゲンキ 牡4鹿 59 熊沢 重文田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

470－ 23：02．0� 3．3�
57 キャプテンロブロイ 牡6青鹿60 小野寺祐太 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 512－ 63：02．95 7．0�
11 キタサンサジン 牡7栗 60 難波 剛健�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 536－ 83：03．21� 9．1	
69 ファントムグレイ 牡6芦 60 草野 太郎山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 440＋ 63：03．3� 24．2

56 タ ニ ガ ワ 牡6鹿 60 原田 和真江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 480－103：04．78 64．8�
68 ファイアプルーフ 牡4黒鹿59 大江原 圭犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 510－103：04．91	 32．5�
33 ベストサポーター 牡6青鹿60 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 516＋ 63：05．75 41．1
22 シゲルキハダマグロ 牡6栗 60 上野 翔森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか タガミファーム 476＋ 8 〃 ハナ 55．9�
711 ビレッジソング 牝8鹿 58 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 438－ 23：05．8� 79．5�
813 サンライズルーク 牡4鹿 59 森 一馬松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 496－ 63：06．75 4．6�
45 イクヨロブロイ 牡4黒鹿59 大庭 和弥太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 468－ 83：07．01� 127．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，929，400円 複勝： 16，540，400円 枠連： 8，327，800円
馬連： 27，251，900円 馬単： 15，533，700円 ワイド： 19，690，800円
3連複： 44，849，000円 3連単： 59，625，000円 計： 207，748，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 190円 � 190円 枠 連（7－8） 560円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 600円 �� 580円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 21，460円

票 数

単勝票数 計 159294 的中 � 26561（3番人気）
複勝票数 計 165404 的中 � 29122（1番人気）� 21239（4番人気）� 22154（3番人気）
枠連票数 計 83278 的中 （7－8） 11515（1番人気）
馬連票数 計 272519 的中 �� 10823（9番人気）
馬単票数 計 155337 的中 �� 3374（15番人気）
ワイド票数 計 196908 的中 �� 8601（7番人気）�� 8953（6番人気）�� 4537（13番人気）
3連複票数 計 448490 的中 ��� 8657（13番人気）
3連単票数 計 596250 的中 ��� 2014（71番人気）
上り 1マイル 1：46．9 4F 51．2－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルレオーネ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2014．11．9 京都9着

2012．2．15生 牡7黒鹿 母 ウェンブリー 母母 クラウンアスリート 障害：7戦1勝 賞金 13，300，000円
〔騎手変更〕 キャプテンロブロイ号の騎手五十嵐雄祐は，第3回中山競馬第7日第11競走での落馬負傷のため小野寺祐太に変更。

11042 4月14日 晴 稍重 （31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

35 カウンターエア 牡3鹿 56 丸田 恭介 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 540－ 61：48．3 29．2�
611 クラウドスケープ 牡3黒鹿56 中谷 雄太下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 468－ 41：48．51� 2．5�
610 フィストバンプ 牡3青鹿56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 480± 01：49．13� 241．9�
11 ダンツスピリット 牡3黒鹿 56

54 △西村 淳也山元 哲二氏 山内 研二 日高 賀張中川牧場 B488± 0 〃 クビ 15．5�
59 シントーキング 牡3栗 56 内田 博幸中野 辰三氏 小島 茂之 むかわ 上水牧場 524 ―1：49．42 23．0	
34 リュウノイカリ 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子二口 雅一氏 牧浦 充徳 平取 船越 伸也 480－101：49．71� 5．1

58 シルヴァーイーグル 牡3芦 56 柴山 雄一星野 �男氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 502－ 81：50．02 33．3�
47 エメラルドカット 牝3鹿 54 的場 勇人山上 和良氏 的場 均 浦河 小林 仁 480± 01：50．1� 91．5
713� シャンブルドット 牝3栗 54

53 ☆川又 賢治吉田 和美氏 池添 学 愛 Pier House
Stud 468 ―1：50．31 15．5�

815 トモジャファイブ 牡3鹿 56
55 ☆横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 500± 01：50．93� 19．8�

814 タマモパスクワ 牡3鹿 56 西田雄一郎タマモ� 川村 禎彦 新ひだか 鹿嶋牧場 458－ 41：51．21� 210．0�
23 ヴィクトリーキー 牡3黒鹿56 津村 明秀 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング 510－ 61：51．3クビ 3．8�
46 � ヴィーゲンリート 牝3青鹿54 秋山真一郎�ノースヒルズ 武 幸四郎 米 Kinsman

Farm 460－ 61：52．68 15．9�
712� ウィガンテソーロ 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 英 Hascombe and

Valiant Studs B524－ 41：55．2大差 28．4�
22 トーアコルシャ 牡3栗 56 横山 和生高山ランド� 畠山 吉宏 豊浦トーア牧場 454± 01：55．3� 284．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，526，600円 複勝： 31，751，500円 枠連： 10，285，200円
馬連： 43，769，500円 馬単： 22，695，000円 ワイド： 32，482，300円
3連複： 61，627，000円 3連単： 75，418，800円 計： 303，555，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，920円 複 勝 � 730円 � 140円 � 3，190円 枠 連（3－6） 460円

馬 連 �� 5，740円 馬 単 �� 7，200円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 37，330円 �� 5，610円

3 連 複 ��� 190，990円 3 連 単 ��� 926，750円

票 数

単勝票数 計 255266 的中 � 6981（10番人気）
複勝票数 計 317515 的中 � 8784（10番人気）� 89758（1番人気）� 1860（13番人気）
枠連票数 計 102852 的中 （3－6） 17222（1番人気）
馬連票数 計 437695 的中 �� 5900（18番人気）
馬単票数 計 226950 的中 �� 2363（24番人気）
ワイド票数 計 324823 的中 �� 4351（21番人気）�� 221（95番人気）�� 1488（46番人気）
3連複票数 計 616270 的中 ��� 242（230番人気）
3連単票数 計 754188 的中 ��� 59（1200番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―11．6―12．7―13．0―12．6―12．9―13．2―13．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．0―42．7―55．7―1：08．3―1：21．2―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F40．0
1
3
8，13（11，15）（3，12）6（4，14）－（2，7）（5，10）－9－1・（8，13，11）－（3，15）12－4（7，14）－5，6，10（1，9）＝2

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

勝馬の
紹 介

カウンターエア �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2019．1．5 京都14着

2016．4．22生 牡3鹿 母 デルモニコキャット 母母 Glass Ceiling 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 クラウドスケープ号の騎手中谷雄太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウィガンテソーロ号・トーアコルシャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月

14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 ビービーダン号



11043 4月14日 晴 良 （31福島1）第4日 第7競走 1，200�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
1：07．0
1：06．5

良
良

612 マイティーワークス 牝4青鹿 55
54 ☆横山 武史中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 464－ 21：09．6 5．0�

47 グッドワード 牝4芦 55 �島 克駿下河�行雄氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 480＋ 41：09．81� 6．9�
11 カクテルドレス 牝4芦 55

52 ▲斎藤 新 Him Rock Racing
ホールディングス� 佐々木晶三 日高 槇本牧場 476＋ 21：10．01� 3．9�

12 � ノヴァルーナ 牝5鹿 55
53 △西村 淳也林 正道氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 0 〃 ハナ 13．3�
816 プリズマティコ 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治 	サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 462＋10 〃 クビ 11．8

59 カンバンムスメ 牝5黒鹿 55

52 ▲山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 浦河 大西ファーム 456＋ 8 〃 ハナ 25．2�
48 ア オ ア ラ シ 牝5黒鹿55 岩崎 翼松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 466± 01：10．1� 25．3�
714 ナンゴクアイネット 牝4鹿 55 丸山 元気渡 義光氏 �島 一歩 新冠 つつみ牧場 464＋ 61：10．2クビ 5．5
35 アトレヴィード 牝4鹿 55

52 ▲岩田 望来吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 464＋ 8 〃 アタマ 23．4�
23 レッドルチア 牝5黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 414－ 21：10．3� 9．4�
24 � スズレジーム 牝5鹿 55 丹内 祐次森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 452＋ 8 〃 クビ 142．4�
510 トーホウガーベラ 牝4鹿 55

54 ☆森 裕太朗東豊物産� 南井 克巳 浦河 栄進牧場 444± 01：10．51� 24．0�
36 レッドアマポーラ 牝4青鹿 55

52 ▲木幡 育也紅露 純氏 萱野 浩二 新冠 細川農場 B456－ 81：11．13� 83．1�
815� ディーズエフォート 牝4栗 55 伴 啓太	浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 452± 01：11．2クビ 267．2�
713� ポップスフラッシュ 牝4鹿 55 柴山 雄一小田 吉男氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：11．3� 77．0�
611 カクカクシカジーカ 牝4芦 55 原田 和真芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 418－ 81：12．57 132．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，416，400円 複勝： 29，741，300円 枠連： 9，667，600円
馬連： 37，949，500円 馬単： 18，674，000円 ワイド： 30，122，700円
3連複： 56，632，200円 3連単： 66，205，100円 計： 272，408，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 230円 � 150円 枠 連（4－6） 1，820円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 4，260円

ワ イ ド �� 740円 �� 380円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 18，990円

票 数

単勝票数 計 234164 的中 � 37453（2番人気）
複勝票数 計 297413 的中 � 43782（2番人気）� 28643（4番人気）� 58568（1番人気）
枠連票数 計 96676 的中 （4－6） 4101（8番人気）
馬連票数 計 379495 的中 �� 11066（7番人気）
馬単票数 計 186740 的中 �� 3283（12番人気）
ワイド票数 計 301227 的中 �� 9722（6番人気）�� 21072（1番人気）�� 17909（3番人気）
3連複票数 計 566322 的中 ��� 15290（3番人気）
3連単票数 計 662051 的中 ��� 2527（29番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．1―11．6―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―33．9―45．5―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイティーワークス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Dynaformer デビュー 2017．8．19 新潟1着

2015．3．30生 牝4青鹿 母 ジュアンレパン 母母 Mulrainy 19戦2勝 賞金 31，327，000円

11044 4月14日 晴 良 （31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

35 � インペリオアスール �5鹿 57
56 ☆川又 賢治 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 浦河 笠松牧場 496－ 61：47．0 5．1�

611 オーシャンビュー 牡6鹿 57
54 ▲斎藤 新冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 452－ 21：47．1� 15．4�

46 フラワーストリーム �4鹿 57
56 ☆横山 武史花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B458－ 8 〃 クビ 10．3�

47 サンライズローリエ 牡4青鹿 57
56 ☆森 裕太朗松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 460＋ 21：47．41� 8．0�
34 � ウエスタンボルト �6鹿 57 義 英真西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 480＋ 21：47．61� 69．8�
815 ロードザナドゥ 牡4黒鹿57 �島 克駿 	ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 478－101：47．92 22．7

11 ネ コ マ ヒ カ 牡4栗 57

54 ▲山田 敬士桐谷 敏子氏 星野 忍 新ひだか 原 弘之 518－ 21：48．1� 30．6�
22 ワ イ ズ ワ ン 牡4鹿 57

55 △西村 淳也林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 B494－ 8 〃 クビ 4．0�
712� チビノヴァルタン 牝6鹿 55

52 ▲藤田菜七子梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B450＋ 2 〃 ハナ 4．7
814 カ ナ メ 牡4青鹿57 井上 敏樹玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 B550－ 21：48．31	 36．5�
59 コスモグラトナス 牡4青 57 木幡 初也 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 81：48．72� 70．5�
713 サクラトップスター 牡4栗 57

54 ▲団野 大成	トップフェロウ奥平 雅士 新冠 細川農場 460－ 21：48．8クビ 38．8�
58 � ラッシュバンガード 牡5栗 57

54 ▲岩田 望来柳内 光子氏 久保田貴士 日高 木村牧場 456－ 41：49．22� 143．0�
23 サージュミノル 牡4黒鹿57 岩崎 翼吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 472－ 61：49．3� 7．7�
610� コールドターキー 牡4栗 57

54 ▲亀田 温心薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 B452－ 61：50．25 46．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，299，700円 複勝： 28，283，300円 枠連： 12，810，400円
馬連： 39，409，300円 馬単： 20，156，200円 ワイド： 30，646，100円
3連複： 58，116，500円 3連単： 72，403，500円 計： 283，125，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 230円 � 430円 � 320円 枠 連（3－6） 3，320円

馬 連 �� 4，170円 馬 単 �� 7，080円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 1，340円 �� 3，470円

3 連 複 ��� 21，920円 3 連 単 ��� 107，780円

票 数

単勝票数 計 212997 的中 � 33116（3番人気）
複勝票数 計 282833 的中 � 34956（3番人気）� 15718（7番人気）� 22857（6番人気）
枠連票数 計 128104 的中 （3－6） 2983（14番人気）
馬連票数 計 394093 的中 �� 7309（18番人気）
馬単票数 計 201562 的中 �� 2135（30番人気）
ワイド票数 計 306461 的中 �� 5530（18番人気）�� 5958（16番人気）�� 2224（37番人気）
3連複票数 計 581165 的中 ��� 1988（68番人気）
3連単票数 計 724035 的中 ��� 487（323番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．3―12．5―13．1―12．6―13．1―13．1―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―29．5―42．0―55．1―1：07．7―1：20．8―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

�インペリオアスール �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Chief’s Crown

2014．4．24生 �5鹿 母 ア ビ 母母 Carmelized 6戦1勝 賞金 9，400，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ショウナンサニー号
（非抽選馬） 2頭 ショウザドリーム号・ミツオサウスポー号



11045 4月14日 晴 良 （31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

611 コウエイアンカ �4鹿 57
56 ☆横山 武史伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 478－ 61：08．6 3．8�

23 � パンサーバローズ 牡5黒鹿57 丸山 元気猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 WinStar
Farm, LLC 500＋ 21：08．81� 7．9�

12 ホープフルスター 牡5栗 57 津村 明秀前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 510－ 61：09．22	 6．6�

48 マリノディアナ 牝4青鹿55 内田 博幸和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 434－101：09．51
 13．6�
816 レ ナ ー タ 牝4黒鹿55 �島 克駿村上 卓史氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 444－ 6 〃 クビ 24．4�
713� ホワイトソニック 牡5芦 57

54 ▲山田 敬士島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 466－ 21：09．6クビ 55．5	

11 ブライトエンパイア 牡4鹿 57
54 ▲斎藤 新杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 440－ 2 〃 クビ 4．6


510 バナナボート 牡5栗 57
54 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 坂元 芳春 434＋ 61：09．7クビ 41．6�

59 メガポリゴン 牡5鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 洞湖 レイクヴィラファーム 530－10 〃 クビ 44．1�
714� ア ク ア リ オ 牝5鹿 55 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 444－ 41：10．01
 160．6
24 ルクスムンディー 牡4鹿 57 荻野 琢真前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 516－ 2 〃 ハナ 94．5�
815 ロマンスマジック 牝5栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 438－14 〃 クビ 35．9�
47 ライクアジャーニー 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治大塚 亮一氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 460－101：10．53 46．6�
35 セレナライティア 牝4栗 55

54 ☆富田 暁島川 利子氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448＋ 21：10．6	 63．1�

36 トリプルレインボー �4栗 57 柴田 善臣岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 470－ 81：10．7クビ 7．4�
612� ラカマロネス 牝4鹿 55

53 △西村 淳也一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 440－151：11．23 9．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，795，400円 複勝： 34，760，700円 枠連： 16，071，800円
馬連： 45，926，600円 馬単： 22，438，700円 ワイド： 33，694，400円
3連複： 66，249，100円 3連単： 81，326，300円 計： 325，263，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 230円 � 180円 枠 連（2－6） 1，370円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 740円 �� 380円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 14，030円

票 数

単勝票数 計 247954 的中 � 52065（1番人気）
複勝票数 計 347607 的中 � 60697（2番人気）� 35450（4番人気）� 51576（3番人気）
枠連票数 計 160718 的中 （2－6） 9036（6番人気）
馬連票数 計 459266 的中 �� 18793（5番人気）
馬単票数 計 224387 的中 �� 5105（7番人気）
ワイド票数 計 336944 的中 �� 11330（6番人気）�� 24485（1番人気）�� 9856（8番人気）
3連複票数 計 662491 的中 ��� 16976（3番人気）
3連単票数 計 813263 的中 ��� 4201（14番人気）

ハロンタイム 9．4―10．7―11．2―12．3―12．6―12．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．1―31．3―43．6―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．3
3 ・（5，6）（3，7）（12，16）（8，11）（1，2）（14，15）－10（4，9）－13 4 ・（5，6）（3，7）（8，11）16（1，12，2）－（14，15）4，10（13，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コウエイアンカ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2017．8．12 小倉5着

2015．4．11生 �4鹿 母 カノヤトップレディ 母母 ウッドマンズシック 15戦2勝 賞金 24，200，000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 スリーヘリオス号・スリーミネルバ号

11046 4月14日 晴 良 （31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 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

23 グッドジュエリー 牝4芦 55 丸田 恭介長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 448－101：09．5 6．1�
11 シャインサンデー 牝5栗 55 横山 武史森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 422＋ 2 〃 ハナ 4．2�
47 ドロウアカード 牝5栗 55 秋山真一郎�G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 61：09．6� 3．9�
611 ハートイズハート 牡6栗 57 内田 博幸北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 464± 01：09．81� 63．1�
35 メイショウベルボン 牝5栗 55 西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 446＋ 41：10．01� 18．7�
36 マ ジ ョ ラ ム 牝5鹿 55 	島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450± 01：10．21� 26．4	
510 ダンシングチコ 牝4鹿 55 蛯名 正義石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 ハナ 8．2

816
 ソルフェージュ 牡4鹿 57 川又 賢治ライオンレースホース� 小崎 憲 新ひだか タイヘイ牧場 430－ 21：10．3� 127．1�
59 エイカイマドンナ 牝4鹿 55 岩田 望来二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 442－ 6 〃 アタマ 30．8�
714 セイウンミツコ 牝4黒鹿55 丹内 祐次西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 B450＋ 41：10．4クビ 15．9
713 リュクスポケット 牡4栗 57 丸山 元気田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 508＋ 6 〃 クビ 7．9�
12 ベ ル ガ ド 牡4栗 57 斎藤 新�サンコウ牧場 森田 直行 新ひだか サンコウ牧場 476－ 21：10．5クビ 105．0�
24 
 マインクイーン 牝4鹿 55 杉原 誠人峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 藤吉牧場 410－ 4 〃 アタマ 145．1�
48 
 ベ ル ペ ス カ 牝4鹿 55 松田 大作山田信太郎氏 田中 剛 浦河 三嶋牧場 474± 01：10．6� 46．0�
815 ウインヒストリオン 牡4鹿 57 柴山 雄一�ウイン 五十嵐忠男 様似 様似共栄牧場 B464＋ 81：11．13 23．2�
612 ブルーハワイアン 牝4栗 55 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 458－ 41：12．05 16．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，572，400円 複勝： 43，939，300円 枠連： 17，657，100円
馬連： 66，557，400円 馬単： 30，235，500円 ワイド： 44，691，400円
3連複： 93，267，800円 3連単： 117，074，300円 計： 444，995，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 160円 � 140円 � 130円 枠 連（1－2） 880円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 420円 �� 460円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 7，300円

票 数

単勝票数 計 315724 的中 � 41296（3番人気）
複勝票数 計 439393 的中 � 63066（3番人気）� 82633（2番人気）� 100133（1番人気）
枠連票数 計 176571 的中 （1－2） 15416（2番人気）
馬連票数 計 665574 的中 �� 43918（2番人気）
馬単票数 計 302355 的中 �� 8747（5番人気）
ワイド票数 計 446914 的中 �� 26316（2番人気）�� 23869（3番人気）�� 41578（1番人気）
3連複票数 計 932678 的中 ��� 51119（1番人気）
3連単票数 計1170743 的中 ��� 11619（5番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．8―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．9―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グッドジュエリー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．10．7 東京8着

2015．4．27生 牝4芦 母 グッドルッキング 母母 オリエンタルアート 11戦2勝 賞金 23，908，000円
※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 ダウンタウンキラリ号



11047 4月14日 曇 良 （31福島1）第4日 第11競走 ��2，000�福 島 民 報 杯（Ｌ）
発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，30．4．14以降31．4．7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 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

713 レッドローゼス 牡5鹿 54 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 486± 01：58．6 4．6�
11 クレッシェンドラヴ 牡5鹿 54 内田 博幸広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 490＋ 21：58．7� 5．2�
47 カ デ ナ 牡5鹿 56 �島 克駿前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 476－121：58．8� 33．7�
815 アウトライアーズ 牡5鹿 54 丸田 恭介丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 494－101：59．12 14．5�
35 マイネルサージュ 牡7鹿 56 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 500－ 81：59．2� 7．7�
34 ミライヘノツバサ 牡6芦 56 横山 武史三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 496－ 81：59．3� 17．0	
22 アグネスリバティ 牡6黒鹿51 川又 賢治渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 472－161：59．4� 22．5

59 ゴールドサーベラス 牡7栗 54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 452－ 21：59．71� 36．5�
46 	 シャイニービーム 牡7鹿 53 西村 淳也小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 456± 01：59．91
 39．8�
610	 マウントゴールド 牡6鹿 56 丸山 元気青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 444－ 8 〃 アタマ 5．8
611	 スズカディープ �7青鹿53 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B420－ 2 〃 ハナ 71．0�
58 アーバンキッド 牡6鹿 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 476－122：00．21� 14．6�
23 ケイティクレバー 牡4鹿 54 秋山真一郎瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 456± 02：01．79 10．9�
814 ドレッドノータス �6栗 56 中谷 雄太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460＋ 22：02．02 9．4�
712 サトノスティング 牡8青鹿53 横山 和生 �サトミホースカンパニー 的場 均 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 ハナ 136．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 59，401，400円 複勝： 80，003，900円 枠連： 42，585，200円
馬連： 200，030，000円 馬単： 71，414，800円 ワイド： 107，304，400円
3連複： 318，620，200円 3連単： 366，925，100円 計： 1，246，285，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 200円 � 900円 枠 連（1－7） 1，450円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 520円 �� 4，380円 �� 4，430円

3 連 複 ��� 25，600円 3 連 単 ��� 109，420円

票 数

単勝票数 計 594014 的中 � 102886（1番人気）
複勝票数 計 800039 的中 � 147584（1番人気）� 112996（2番人気）� 16962（12番人気）
枠連票数 計 425852 的中 （1－7） 22628（5番人気）
馬連票数 計2000300 的中 �� 113063（1番人気）
馬単票数 計 714148 的中 �� 19655（2番人気）
ワイド票数 計1073044 的中 �� 58027（1番人気）�� 6018（52番人気）�� 5950（53番人気）
3連複票数 計3186202 的中 ��� 9333（90番人気）
3連単票数 計3669251 的中 ��� 2431（404番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―10．6―11．9―12．2―12．3―12．3―12．5―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―22．7―33．3―45．2―57．4―1：09．7―1：22．0―1：34．5―1：46．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドローゼス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Galileo デビュー 2016．8．6 新潟3着

2014．4．16生 牡5鹿 母 リヴィアローズ 母母 Kiftsgate Rose 21戦6勝 賞金 144，963，000円

11048 4月14日 曇 良 （31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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

24 サトノオンリーワン 牡4芦 57 津村 明秀里見 治紀氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－ 22：40．9 6．6�

611 ミヤジユウダイ 牡5鹿 57 西田雄一郎曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 540－ 8 〃 クビ 100．3�
510 ヒラボクビューン �5鹿 57 丸山 元気�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 458－122：41．11 25．5�
35 マスターコード 牡5黒鹿57 �島 克駿�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 22：41．2� 3．5�
713	 バ リ ン グ ラ �5鹿 57 秋山真一郎 �キャロットファーム 堀 宣行 愛 Barron-

stown Stud B524－12 〃 ハナ 13．1	
36 スクエアフォールド �6鹿 57 内田 博幸 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 482＋ 62：41．51
 14．5

714 エスティーム 牡5黒鹿57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 岡本 昌市 530＋102：41．6� 79．4�
48 フォーラウェイ 牡6鹿 57 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 448＋182：41．7� 37．7�
12 ステイブラビッシモ 牡6鹿 57 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 458± 0 〃 クビ 14．2
47 イダエンペラー 牡4青鹿57 岩田 望来張 一達氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 494± 02：42．01
 14．6�
11 シャリオヴァルト �6鹿 57 柴山 雄一前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444－102：42．31
 21．0�
23 ヒメタチバナ 牝6黒鹿55 丸田 恭介岡田 勇氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 480＋ 8 〃 クビ 38．1�
612 ウインガナドル 牡5黒鹿57 横山 武史�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 472－ 62：42．61
 4．7�
59 トロピカルストーム �6黒鹿57 川又 賢治吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 82：42．91� 20．9�
815 ワイルドゲーム 牡6鹿 57 田中 勝春合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B496－ 62：44．07 122．1�
816 ミルトプレスト 牡5鹿 57 柴田 善臣永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 492－10 〃 クビ 9．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，141，100円 複勝： 67，217，300円 枠連： 28，975，900円
馬連： 98，644，200円 馬単： 39，422，700円 ワイド： 68，677，200円
3連複： 155，106，900円 3連単： 174，350，400円 計： 678，535，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 270円 � 2，060円 � 670円 枠 連（2－6） 2，220円

馬 連 �� 42，070円 馬 単 �� 56，530円

ワ イ ド �� 13，280円 �� 3，180円 �� 16，430円

3 連 複 ��� 241，340円 3 連 単 ��� 1，330，560円

票 数

単勝票数 計 461411 的中 � 55814（3番人気）
複勝票数 計 672173 的中 � 75384（3番人気）� 7589（14番人気）� 25082（11番人気）
枠連票数 計 289759 的中 （2－6） 10081（9番人気）
馬連票数 計 986442 的中 �� 1817（89番人気）
馬単票数 計 394227 的中 �� 523（154番人気）
ワイド票数 計 686772 的中 �� 1328（91番人気）�� 5640（41番人気）�� 1072（97番人気）
3連複票数 計1551069 的中 ��� 482（408番人気）
3連単票数 計1743504 的中 ��� 95（2300番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―12．8―12．5―12．4―12．3―12．6―12．1―12．0―12．1―12．7―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．3―25．2―38．0―50．5―1：02．9―1：15．2―1：27．8―1：39．9―1：51．9―2：04．0―2：16．7―2：28．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．0―3F36．9
1
�

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノオンリーワン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2017．6．4 東京2着

2015．1．11生 牡4芦 母 クリームオンリー 母母 Raspberry Eggcream 13戦3勝 賞金 38，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（31福島1）第4日 4月14日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 182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

208，260，000円
12，960，000円
16，470，000円
1，570，000円
23，040，000円
74，990，500円
6，161，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
327，510，800円
431，530，100円
182，303，400円
687，073，500円
307，095，700円
467，448，500円
1，047，713，300円
1，244，206，500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 4，694，881，800円

総入場人員 13，941名 （有料入場人員 12，070名）
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