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11049 4月20日 晴 良 （31福島1）第5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

713 ベ ル ポ ー ト 牝3青鹿54 戸崎 圭太大社 聡氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 442± 01：10．1 3．3�
612 ジョイナイト 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 488－ 41：10．95 2．8�
36 ア マ ゾ ニ カ 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也ディアレストクラブ� 矢野 英一 新ひだか 山野牧場 442＋ 41：11．0� 4．4�
611 グローバルステップ 牡3青鹿 56

54 △西村 淳也吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 474＋ 41：11．21� 8．9�

24 ローブドール 牝3栗 54
53 ☆森 裕太朗 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 422－ 61：11．3� 11．4�

510 ボルンタード 牡3鹿 56
53 ▲服部 寿希西森 鶴氏 高橋 義博 新冠 オリエント牧場 466－ 2 〃 クビ 29．8	

12 デルマノートルダム 牡3栗 56 丹内 祐次浅沼 廣幸氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 436＋ 21：11．4� 82．8

816 サトノジョニー 牡3栗 56 松岡 正海 �サトミホースカンパニー 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 496－ 61：11．5クビ 23．5�
59 グランドバレエ 牡3黒鹿56 �島 克駿吉田 晴哉氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム 454－ 8 〃 アタマ 140．2�
35 ユ ラ ニ ュ ス 牝3青鹿 54

51 ▲小林 凌大永見 貴昭氏 土田 稔 新ひだか 泊 寿幸 424＋ 6 〃 クビ 226．9
23 クリノワンダフル 牡3栗 56 菱田 裕二栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 メイプルファーム 416－ 81：11．81� 91．2�
47 メイショウドウダン 牡3黒鹿56 城戸 義政松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 432－141：11．9� 30．6�
11 スズカデュー 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁永井 啓弍氏 橋田 満 日高 白井牧場 400－101：12．21� 69．1�
714 テーオーパラダイス 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 452－101：12．52 103．5�
48 シリアルナンバー 牡3黒鹿56 黛 弘人藤本 幸雄氏 南田美知雄 日高 藤本 直弘 510 ― （競走中止） 130．2�
815 セルリアンラピス 牡3鹿 56 西田雄一郎�イクタ 天間 昭一 池田 高橋 正三 440 ― （競走中止） 194．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，376，900円 複勝： 30，163，300円 枠連： 7，847，400円
馬連： 36，171，900円 馬単： 19，490，700円 ワイド： 29，355，400円
3連複： 59，173，100円 3連単： 72，425，500円 計： 274，004，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（6－7） 370円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 200円 �� 250円 �� 270円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 2，880円

票 数

単勝票数 計 193769 的中 � 46627（2番人気）
複勝票数 計 301633 的中 � 72917（2番人気）� 78363（1番人気）� 54491（3番人気）
枠連票数 計 78474 的中 （6－7） 16041（1番人気）
馬連票数 計 361719 的中 �� 60120（1番人気）
馬単票数 計 194907 的中 �� 14587（2番人気）
ワイド票数 計 293554 的中 �� 40354（1番人気）�� 28330（2番人気）�� 26355（3番人気）
3連複票数 計 591731 的中 ��� 72396（1番人気）
3連単票数 計 724255 的中 ��� 18203（2番人気）

ハロンタイム 9．8―11．4―11．6―12．4―12．3―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．8―21．2―32．8―45．2―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ポ ー ト �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．8．5 新潟12着

2016．5．22生 牝3青鹿 母 ベルグラーノ 母母 ディフェレンテ 8戦1勝 賞金 9，900，000円
〔競走中止〕 セルリアンラピス号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

シリアルナンバー号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔3走成績による出走制限〕 スズカデュー号・グランドバレエ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月20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） 1頭 レディポワソン号
（非抽選馬） 2頭 テイエムロケット号・メイショウコハギ号

11050 4月20日 晴 良 （31福島1）第5日 第2競走 ��
��1，200�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
1：07．0
1：06．5

良
良

36 � チャリオット 牝3芦 54 秋山真一郎�ラ・メール 松下 武士 愛 La Mere
Co. Ltd 438－121：10．7 15．1�

48 シシリエンヌ 牝3青鹿 54
52 △菊沢 一樹手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 476－121：10．91 15．1�

11 タイセイチーフ 牡3鹿 56
54 △西村 淳也田中 成奉氏 森田 直行 新冠 アサヒ牧場 460－121：11．11� 8．3�

713 マジックハンター 牡3黒鹿56 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 鹿戸 正幸 440＋ 61：11．2	 3．2�
59 フルクトゥス 牡3栗 56 西田雄一郎�ミルファーム 的場 均 新冠 長浜 秀昭 442－ 21：11．3
 4．8	
510 バームブラック 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 41：11．4	 16．2

35 チヨビッグシー 牝3黒鹿54 勝浦 正樹�向別牧場 古賀 史生 千歳 社台ファーム 428＋ 2 〃 ハナ 22．3�
815 リュウグウヒメ 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 424－ 21：11．61� 4．9�
816 トモノヘイヘイ 牝3黒鹿54 �島 克駿共田 義夫氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 442 ―1：12．13 18．7
24 ラ イ ド 牝3鹿 54 木幡 初也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 出口牧場 416－14 〃 ハナ 41．6�
23 マヤノトライオン 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也田所 英子氏 牧 光二 平取 北島牧場 464－101：12．31 32．0�
612 コトブキジェダイト 牡3芦 56 丸田 恭介尾上 松壽氏 萱野 浩二 新冠 石郷岡 雅樹 B454－161：12．62 69．1�
12 バルディッシュ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士ディアレストクラブ� 松永 康利 新冠 若林牧場 406－ 41：13．02 292．2�
611 キタサンテンビー 牝3黒鹿54 横山 和生�大野商事 小笠 倫弘 新冠 村田牧場 402± 01：13．1
 27．0�
714 ソ ラ タ カ ク 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 小泉牧場 402＋161：13．52
 95．2�
47 デアリングヴェスタ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大�フクキタル 土田 稔 新冠 パカパカ
ファーム 440＋ 21：13．71� 188．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，650，700円 複勝： 24，214，800円 枠連： 10，037，900円
馬連： 33，280，900円 馬単： 16，270，100円 ワイド： 26，011，700円
3連複： 47，886，100円 3連単： 49，782，900円 計： 227，135，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 480円 � 520円 � 290円 枠 連（3－4） 5，690円

馬 連 �� 10，130円 馬 単 �� 18，710円

ワ イ ド �� 3，060円 �� 1，620円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 19，440円 3 連 単 ��� 127，530円

票 数

単勝票数 計 196507 的中 � 10372（5番人気）
複勝票数 計 242148 的中 � 12849（6番人気）� 11631（8番人気）� 23658（4番人気）
枠連票数 計 100379 的中 （3－4） 1366（25番人気）
馬連票数 計 332809 的中 �� 2544（35番人気）
馬単票数 計 162701 的中 �� 652（67番人気）
ワイド票数 計 260117 的中 �� 2158（38番人気）�� 4169（19番人気）�� 3999（21番人気）
3連複票数 計 478861 的中 ��� 1847（64番人気）
3連単票数 計 497829 的中 ��� 283（425番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．5―11．8―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．8―46．6―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�チャリオット �
�
父 Dark Angel �

�
母父 Sea The Stars デビュー 2018．12．2 中京9着

2016．2．29生 牝3芦 母 You’ve Got It 母母 Song 3戦1勝 賞金 5，000，000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 スターアイランド号

第１回 福島競馬 第５日



11051 4月20日 晴 良 （31福島1）第5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）

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

713 ベ イ コ ー ト 牝3鹿 54 丸山 元気中村 祐子氏 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 500＋ 81：47．3 6．0�
22 スマートフルーレ 牝3黒鹿 54

52 △西村 淳也大川 徹氏 南井 克巳 浦河 高松牧場 496－ 4 〃 クビ 1．6�
11 ナガラスワロー 牝3栗 54 菱田 裕二長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 グラストレーニ

ングセンター 400－ 41：48．68 29．6�
23 ビ ュ ブ リ ス 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 480＋ 21：49．02� 11．4�
34 サウンドウイング 牝3栗 54

53 ☆横山 武史増田 雄一氏 吉田 直弘 新冠 飛渡牧場 414－ 41：49．1クビ 71．5�
815 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 438＋ 21：49．2� 15．0	
47 ペイシャニンフ 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 様似 林 時春 480－ 61：49．3� 24．0

610 クィーンズウェイ 牝3栗 54 松岡 正海飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 444－ 81：49．4� 70．8�
712 モーンストルム 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 428－101：49．71� 10．5
35 ニシノライリー 牝3黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 474－ 61：50．33� 198．1�
611 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 452－ 21：50．4クビ 60．5�
46 ク ド シ ュ 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹武田 茂男氏 藤沢 則雄 浦河 中神牧場 428± 01：50．82� 142．9�
59 クリムゾンスター 牝3黒鹿54 石橋 脩 N．ウェレット氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 430－ 21：51．75 13．1�
58 メイショウペルム 牝3鹿 54 城戸 義政松本 好�氏 本田 優 浦河 近藤牧場 476－ 81：52．33� 383．2�
814 ライフアンドソウル 牝3芦 54 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 日高 宝寄山 忠則 448－16 〃 クビ 213．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，913，600円 複勝： 88，643，400円 枠連： 10，011，500円
馬連： 32，717，900円 馬単： 22，150，400円 ワイド： 28，436，800円
3連複： 50，846，400円 3連単： 78，147，600円 計： 335，867，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 260円 � 110円 � 370円 枠 連（2－7） 310円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，700円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 20，990円

票 数

単勝票数 計 249136 的中 � 32755（2番人気）
複勝票数 計 886434 的中 � 27520（5番人気）� 647818（1番人気）� 17370（8番人気）
枠連票数 計 100115 的中 （2－7） 24931（1番人気）
馬連票数 計 327179 的中 �� 46883（1番人気）
馬単票数 計 221504 的中 �� 9010（7番人気）
ワイド票数 計 284368 的中 �� 22135（2番人気）�� 2431（27番人気）�� 12720（7番人気）
3連複票数 計 508464 的中 ��� 9596（14番人気）
3連単票数 計 781476 的中 ��� 2698（70番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．4―43．2―56．4―1：09．1―1：22．0―1：34．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベ イ コ ー ト �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Unbridled デビュー 2018．8．5 小倉9着

2016．4．3生 牝3鹿 母 レディバラード 母母 Angelic Song 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 クドシュ号の騎手菊沢一樹は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔3走成績による出走制限〕 クドシュ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月20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 ウインドカクテル号

11052 4月20日 晴 良 （31福島1）第5日 第4競走 ��3，380�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20分（番組第5競走を順序変更） （ 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700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：38．5良

33 ハルキストン 牡4鹿 61 森 一馬若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 450－ 63：42．9 1．9�
46 アドマイヤフォルム 牡6黒鹿61 北沢 伸也近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 490－103：43．43 21．6�
813� シゲルクロカジキ 牡6鹿 61 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 524－ 43：44．57 83．1�
11 メイショウゴウキ �5黒鹿60 平沢 健治松本 和子氏 上村 洋行 安平 �橋本牧場 490－ 43：44．71	 37．3�
57 トーヨーピース 牡5鹿 61 草野 太郎中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 480＋ 63：44．8
 21．3�
58 シゲルヒノクニ 牡7栗 60 上野 翔森中 蕃氏 粕谷 昌央 浦河 中村 雅明 496－ 23：44．9
 51．6�
610� シンボリダルク 牝6青鹿58 小野寺祐太杉浦 和也氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 482± 03：45．0クビ 173．1	
69 アズマタックン 牡6青鹿61 熊沢 重文東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 518－ 23：45．42
 4．4

711 シゲルサツマイモ 牡4鹿 59 石神 深一森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング

フィールド牧場 494± 03：45．5
 4．9�
34 シゲルスズキ 牡6栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 498＋ 23：46．24 96．7�
22 � ホシルミエール �6鹿 60 白浜 雄造永井 孝明氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 470－143：46．3
 24．2
45 ウインインスパイア 牡8黒鹿60 浜野谷憲尚�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 456－ 83：47．04 22．6�
814 ニホンピロボーラー 牡6鹿 60 田村 太雅小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 518－ 23：48．27 307．1�
712 ミュートエアー 牡6黒鹿62 金子 光希岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 462－ 4 （競走中止） 16．6�
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売 得 金
単勝： 16，431，100円 複勝： 16，848，900円 枠連： 9，658，100円
馬連： 25，828，900円 馬単： 14，381，600円 ワイド： 21，674，500円
3連複： 42，347，000円 3連単： 56，839，800円 計： 204，009，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 140円 � 310円 � 980円 枠 連（3－4） 1，060円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 700円 �� 2，880円 �� 7，320円

3 連 複 ��� 30，330円 3 連 単 ��� 69，250円

票 数

単勝票数 計 164311 的中 � 66484（1番人気）
複勝票数 計 168489 的中 � 43553（1番人気）� 12415（5番人気）� 3224（11番人気）
枠連票数 計 96581 的中 （3－4） 7051（4番人気）
馬連票数 計 258289 的中 �� 11293（6番人気）
馬単票数 計 143816 的中 �� 4416（9番人気）
ワイド票数 計 216745 的中 �� 8446（5番人気）�� 1891（30番人気）�� 733（53番人気）
3連複票数 計 423470 的中 ��� 1047（72番人気）
3連単票数 計 568398 的中 ��� 595（187番人気）
上り 1マイル 1：46．7 4F 52．0－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハルキストン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2017．7．15 福島2着

2015．5．31生 牡4鹿 母 ベルモントベロニカ 母母 ペ ラ ド ン ナ 障害：12戦4勝 賞金 65，420，000円
〔競走中止〕 ミュートエアー号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エアカーディナル号・サムライフォンテン号・シゲルロウニンアジ号・ルー号



11053 4月20日 晴 良 （31福島1）第5日 第5競走 2，770�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10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� コースレコード2：59．3良

66 ホウオウカーニバル 牡4鹿 59 江田 勇亮小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 456－ 63：05．9 12．1�
22 ヒロシゲセブン 牡4鹿 59 高田 潤�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 510－ 43：06．0� 1．4�
33 インフルエンサー 牡5鹿 60 小野寺祐太中西 功氏 深山 雅史 浦河 中村 雅明 438－103：06．1� 12．1�
55 ロジャージーニアス �4鹿 59 石神 深一武田 修氏 武井 亮 むかわ 上水牧場 460－ 43：06．95 6．8�
44 ソウラセブン 牝4青鹿57 大江原 圭村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ 444－ 63：08．7大差 169．5�
79 ホクセンジョウオー 牝4黒鹿57 浜野谷憲尚大野 裕氏 松山 将樹 日高 佐々木 康治 466± 03：08．91� 28．7	
810� ク ス リ バ コ 牡4鹿 59 上野 翔小田切有一氏 星野 忍 浦河 木村牧場 458－ 23：10．28 65．1

78 クリノペーテルス 牝4鹿 57 熊沢 重文栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 春木 昭雄 472－ 43：10．3� 29．4�
811 エ イ ム �6青鹿60 田村 太雅ライオンレースホース� 根本 康広 日高 モリナガファーム 460＋ 23：13．0大差 65．5
67 マイネルアウラート 牡8黒鹿60 蓑島 靖典 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 478＋103：13．53 8．7�
11 ノーブルカリス 牝4鹿 57 草野 太郎吉木 伸彦氏 菊川 正達 新ひだか 田中 裕之 460－ 43：15．5大差 62．7�
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売 得 金
単勝： 16，378，300円 複勝： 47，099，000円 枠連： 7，468，100円
馬連： 21，372，800円 馬単： 16，603，800円 ワイド： 16，994，500円
3連複： 36，975，900円 3連単： 70，450，300円 計： 233，342，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 180円 � 110円 � 140円 枠 連（2－6） 410円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 320円 �� 760円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 11，870円

票 数

単勝票数 計 163783 的中 � 10793（4番人気）
複勝票数 計 470990 的中 � 17485（4番人気）� 358244（1番人気）� 27450（3番人気）
枠連票数 計 74681 的中 （2－6） 13877（2番人気）
馬連票数 計 213728 的中 �� 24077（3番人気）
馬単票数 計 166038 的中 �� 4830（9番人気）
ワイド票数 計 169945 的中 �� 13669（4番人気）�� 4981（9番人気）�� 19170（2番人気）
3連複票数 計 369759 的中 ��� 24701（4番人気）
3連単票数 計 704503 的中 ��� 4300（36番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 51．6－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホウオウカーニバル �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2018．2．18 東京15着

2015．4．8生 牡4鹿 母 ザッツザウェイ 母母 ブリリアントアイ 障害：5戦1勝 賞金 8，580，000円
〔騎手変更〕 ソウラセブン号の騎手鈴木慶太は，負傷のため大江原圭に変更。

エイム号の騎手金子光希は，第4競走での落馬負傷のため田村太雅に変更。
〔その他〕 ロジャージーニアス号は，各障害を左側に斜飛したことについて障害調教注意。

11054 4月20日 晴 良 （31福島1）第5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 7，500，000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

56 タイキダイヤモンド 牡5青鹿 57
54 ▲菅原 明良�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 472－ 21：47．2 2．0�
33 ゴールドパッション 牡4栗 57 松岡 正海居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 510－101：47．73 10．6�
710 ショウナンサニー 牡5鹿 57

56 ☆富田 暁国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 476－ 61：48．23 34．2�
44 ヴィーヴァバッカス 牡4栗 57 戸崎 圭太芹澤 精一氏 作田 誠二 様似 清水スタッド 460－ 41：48．3� 4．9�
57 サンライズナイト 牡4黒鹿57 菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B490－ 61：48．72� 8．1�
711 タイセイカレッジ 牡4芦 57 丸田 恭介田中 成奉氏 奥村 武 日高 下河辺牧場 428－ 8 〃 アタマ 63．9	
812� ブルーオラーリオ 牡5青鹿57 津村 明秀 
YGGホースクラブ 稲垣 幸雄 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 456＋ 41：48．8クビ 38．7�
11 サーベラージュ �5栗 57 石橋 脩
G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 468－161：49．22� 14．4�
813 ウ メ タ ロ ウ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 488－10 〃 クビ 24．5
69 � ト ッ プ ギ ア 牡4鹿 57

54 ▲山田 敬士 
アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 B438－ 61：49．52 251．6�
22 � エリープラネット 牝4栗 55 丹内 祐次谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 広田牧場 422－ 81：49．71	 175．7�
68 � チェリートリトン 牡5芦 57 丸山 元気櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 494－ 41：49．91 8．4�
45 � ヒルノアルゲーロ 牡4栗 57 横山 和生
ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 B494－ 81：50．85 36．2�
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売 得 金
単勝： 24，599，500円 複勝： 34，000，200円 枠連： 10，239，500円
馬連： 32，870，600円 馬単： 20，498，300円 ワイド： 30，096，500円
3連複： 51，099，800円 3連単： 71，482，800円 計： 274，887，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 220円 � 670円 枠 連（3－5） 780円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，200円 �� 3，520円

3 連 複 ��� 7，920円 3 連 単 ��� 23，050円

票 数

単勝票数 計 245995 的中 � 97058（1番人気）
複勝票数 計 340002 的中 � 124652（1番人気）� 31858（5番人気）� 7906（10番人気）
枠連票数 計 102395 的中 （3－5） 10093（4番人気）
馬連票数 計 328706 的中 �� 28489（3番人気）
馬単票数 計 204983 的中 �� 10850（4番人気）
ワイド票数 計 300965 的中 �� 27339（2番人気）�� 6102（13番人気）�� 1992（34番人気）
3連複票数 計 510998 的中 ��� 4835（26番人気）
3連単票数 計 714828 的中 ��� 2248（70番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―30．2―42．8―56．6―1：09．0―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4F50．6―3F38．2
1
3
5，13－（2，8）－6（1，7）－（3，9，12）－4－10－11・（8，7）（5，13）（6，1）2（3，12）4（9，10）－11

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

勝馬の
紹 介

タイキダイヤモンド �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2016．12．10 中山6着

2014．4．21生 牡5青鹿 母 タイキバラード 母母 リンクスオブタイム 21戦2勝 賞金 28，022，000円



11055 4月20日 晴 良 （31福島1）第5日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13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
1：57．3
1：56．1

良
良

33 � ス テ ィ ー ン 牡3鹿 56
55 ☆横山 武史ゴドルフィン 池江 泰寿 愛 Zalim Bifov 470－ 82：02．0 2．6�

68 コンバージェンス �3鹿 56
54 △菊沢 一樹�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－282：02．1	 17．6�
811 トーセンオリンピア 牡3鹿 56 戸崎 圭太島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 490＋ 2 〃 ハナ 2．1�
812 リリーエンデヴァー 牡3鹿 56 城戸 義政 �サンデーレーシング 荒川 義之 安平 追分ファーム 462± 02：02．73	 107．9	
44 レッドムルガン 牡3鹿 56 津村 明秀 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 474＋ 22：02．8
 10．3

67 ウインリベルタ 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 42：03．22	 40．0�
710 オンマイオウン 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也田頭 勇貴氏 的場 均 新冠 スカイビーチステーブル 466－ 62：03．3	 324．0�
11 レイヴンキング 牡3青鹿 56

53 ▲菅原 明良 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 506－ 42：03．51� 6．6

22 ヨコスカダンディー 牡3栗 56 丹内 祐次 �高木競走馬育成牧場 清水 英克 新冠 浜口牧場 452－ 8 〃 ハナ 211．8�
55 アッフェルマーレ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 460－ 22：03．92	 38．8�
79 アルタマレーア 牝3鹿 54

52 △西村 淳也吉田 勝己氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 418－ 42：04．0	 35．9�
（11頭）

56 ケンブリッジウルス 牡3青鹿 56
55 ☆森 裕太朗中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 山口 義彦 460－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 20，253，500円 複勝： 22，214，300円 枠連： 6，627，300円
馬連： 27，125，400円 馬単： 17，352，600円 ワイド： 18，280，700円
3連複： 36，335，800円 3連単： 61，730，300円 計： 209，919，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 270円 � 110円 枠 連（3－6） 1，310円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 510円 �� 150円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 7，560円

票 数

単勝票数 差引計 202535（返還計 1059） 的中 � 61249（2番人気）
複勝票数 差引計 222143（返還計 1831） 的中 � 50711（2番人気）� 10767（5番人気）� 82630（1番人気）
枠連票数 差引計 66273（返還計 92） 的中 （3－6） 3915（6番人気）
馬連票数 差引計 271254（返還計 5576） 的中 �� 9833（7番人気）
馬単票数 差引計 173526（返還計 3226） 的中 �� 4260（10番人気）
ワイド票数 差引計 182807（返還計 5990） 的中 �� 7430（7番人気）�� 42262（1番人気）�� 7721（6番人気）
3連複票数 差引計 363358（返還計 17681） 的中 ��� 26897（3番人気）
3連単票数 差引計 617303（返還計 26293） 的中 ��� 5913（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―24．0―35．6―48．2―1：01．3―1：13．5―1：25．3―1：37．8―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ス テ ィ ー ン �
�
父 Frankel �

�
母父 Dutch Art デビュー 2019．3．10 中京3着

2016．2．28生 牡3鹿 母 More Than Sotka 母母 King’s Doll 3戦1勝 賞金 7，600，000円
〔競走除外〕 ケンブリッジウルス号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。

11056 4月20日 晴 良 （31福島1）第5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 7，500，000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

812 ハ ウ ナ ニ 牝4白 55 石橋 脩 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：09．2 4．7�
57 ミッキーパパイア 牝4黒鹿 55

53 △菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 470＋ 6 〃 クビ 7．6�
22 コンセッションズ 牝4栗 55 小崎 綾也ニッシンレーシング 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 438－ 21：09．3� 21．2�
33 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 B456－ 41：09．4クビ 5．4�
813 ボ ナ デ ア 牝4鹿 55 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 488－ 21：09．5� 44．4�
11 グットクルサマー 	4栗 57 戸崎 圭太 	アフロin El Paso 国枝 栄 千歳 社台ファーム 472－ 6 〃 クビ 10．8

45 
 スズカブレーン 牡7鹿 57

54 ▲木幡 育也永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B486－ 2 〃 ハナ 38．4�
56 プリヴェット 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 480＋ 21：09．6� 4．0
710 ニシノコデマリ 牝4鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 426＋161：09．7� 68．8�
711 ダウンタウンキラリ 牝4栗 55

54 ☆横山 武史林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 B440＋ 21：09．8� 16．5�
44 シゲルタイガー 牡5鹿 57 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋ 81：10．01 11．9�
68 
 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 478＋ 21：10．1� 7．8�
69 
 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 454－ 21：10．2� 254．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，069，600円 複勝： 32，614，000円 枠連： 10，129，200円
馬連： 39，234，300円 馬単： 18，261，500円 ワイド： 30，970，700円
3連複： 54，201，900円 3連単： 66，370，400円 計： 274，851，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 270円 � 420円 枠 連（5－8） 540円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 900円 �� 980円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 8，190円 3 連 単 ��� 40，840円

票 数

単勝票数 計 230696 的中 � 38815（2番人気）
複勝票数 計 326140 的中 � 52002（2番人気）� 30455（5番人気）� 17443（9番人気）
枠連票数 計 101292 的中 （5－8） 14317（1番人気）
馬連票数 計 392343 的中 �� 11893（9番人気）
馬単票数 計 182615 的中 �� 3320（10番人気）
ワイド票数 計 309707 的中 �� 8963（9番人気）�� 8145（13番人気）�� 5219（24番人気）
3連複票数 計 542019 的中 ��� 4959（29番人気）
3連単票数 計 663704 的中 ��� 1178（130番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．2―11．6―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．0―45．6―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ウ ナ ニ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．9．3 新潟3着

2015．1．26生 牝4白 母 ユ キ チ ャ ン 母母 シラユキヒメ 6戦2勝 賞金 15，400，000円
〔制裁〕 ハウナニ号の騎手石橋脩は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）



11057 4月20日 晴 良 （31福島1）第5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 7，500，000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

35 フォーティプリンス 牡5栗 57 丸山 元気ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 464－121：09．0 6．9�
11 ノボリレーヴ 牝4鹿 55

53 △西村 淳也原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 438＋ 2 〃 クビ 7．0�
24 エターナルフレイム �5栗 57

54 ▲菅原 明良岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 522－ 6 〃 アタマ 6．4�
47 アシャカデッシュ 牡4鹿 57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 登別 登別上水牧場 510± 01：09．1	 4．4�
611 サイドストリート 牝4鹿 55 勝浦 正樹ニッシンレーシング 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 460－141：09．31
 6．4�
815 スリーヘリオス 牡4黒鹿57 小崎 綾也永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 B508± 01：09．51 29．8	
714 モ ア イ 牡4黒鹿 57

56 ☆川又 賢治青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 千葉飯田牧場 462－101：09．7� 108．3

12 � ゴールデンビコー 牝4鹿 55 柴山 雄一村山 忠弘氏 根本 康広 日高 鹿戸 正幸 434－ 41：09．8� 295．6�
510 スリーミネルバ 牝5黒鹿 55

52 ▲木幡 育也永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 444＋ 4 〃 ハナ 154．8�
48 アースヴィグラス 牝5鹿 55 柴田 善臣松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 468－ 21：09．9� 11．9
816 ビーユアヒーロー 牡4青鹿 57

56 ☆森 裕太朗 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 新冠 飛渡牧場 486＋ 21：10．0	 40．6�

612 ガーシュウィン 牡5鹿 57 菱田 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 504＋161：10．42	 17．3�
36 ヴィクトアリー 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士窪田 康志氏 田島 俊明 浦河 有限会社
吉田ファーム 432－261：10．71	 131．8�

713 ラ イ ゴ ッ ド 牝4黒鹿 55
54 ☆木幡 巧也�明栄商事 新開 幸一 新冠 ムラカミファーム 448＋ 6 〃 クビ 22．3�

59 � ナリタブルー 牡4栗 57
54 ▲団野 大成�オースミ 坂口 智康 浦河 大北牧場 460－231：11．01� 53．4�

23 ス ト リ 牡4黒鹿57 島 克駿金山 敏也氏 松下 武士 安平 �橋本牧場 480－ 61：11．32 7．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，052，800円 複勝： 38，514，200円 枠連： 15，007，600円
馬連： 48，281，500円 馬単： 21，484，300円 ワイド： 37，357，500円
3連複： 74，739，600円 3連単： 89，240，400円 計： 349，677，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 240円 � 200円 枠 連（1－3） 2，230円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 4，560円

ワ イ ド �� 740円 �� 620円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 4，280円 3 連 単 ��� 26，350円

票 数

単勝票数 計 250528 的中 � 29027（4番人気）
複勝票数 計 385142 的中 � 53944（2番人気）� 39242（6番人気）� 50740（3番人気）
枠連票数 計 150076 的中 （1－3） 5203（11番人気）
馬連票数 計 482815 的中 �� 15947（10番人気）
馬単票数 計 214843 的中 �� 3532（17番人気）
ワイド票数 計 373575 的中 �� 12980（5番人気）�� 15877（2番人気）�� 8793（13番人気）
3連複票数 計 747396 的中 ��� 13075（7番人気）
3連単票数 計 892404 的中 ��� 2455（52番人気）

ハロンタイム 9．3―11．0―11．0―11．8―12．6―13．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．3―20．3―31．3―43．1―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォーティプリンス �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2016．7．2 福島10着

2014．3．27生 牡5栗 母 マジュスキュール 母母 キャピタルスルー 25戦2勝 賞金 35，800，000円
〔制裁〕 ガーシュウィン号の騎手菱田裕二は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11番・10番・9番・7

番）
ガーシュウィン号の騎手菱田裕二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番・3番）

11058 4月20日 晴 良 （31福島1）第5日 第10競走 ��
��1，200�

ふしおがみ

伏 拝 特 別
発走14時50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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

22 � ラルムドランジュ 牝4青鹿55 吉田 隼人�ノースヒルズ 高野 友和 愛 Barron-
stown Stud 420＋ 21：09．0 4．2�

78 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± 0 〃 ハナ 4．2�

79 ハイヤーアプシス 牝5黒鹿55 戸崎 圭太吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 420－ 21：09．21	 7．5�
811 コンピレーション 
5黒鹿57 石橋 脩 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：09．3� 11．1�
810� ジ ェ ス ロ 
6鹿 57 長岡 禎仁松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 428－ 4 〃 クビ 28．1	
66 � フローラデマリポサ 牝5鹿 55 津村 明秀吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Cressfield B498－ 6 〃 アタマ 6．4

67 ス ノ ー マ ン 牡6鹿 57 黛 弘人永井 秀貴氏 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 498－ 2 〃 ハナ 32．1�
44 ブレイズガール 牝6鹿 55 松岡 正海岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B496－121：09．51	 11．6�
11 �� 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 B464－ 41：10．13� 4．9
33 パ ッ ポ ー ネ 牡5鹿 57 勝浦 正樹金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 下河辺牧場 482－ 81：10．31 64．7�
55 カスタネアエメ 牡4栗 57 熊沢 重文�三嶋牧場 上村 洋行 浦河 三嶋牧場 470－181：10．72� 32．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，230，900円 複勝： 41，627，100円 枠連： 15，590，700円
馬連： 60，383，900円 馬単： 29，091，000円 ワイド： 40，953，100円
3連複： 78，461，300円 3連単： 114，203，300円 計： 412，541，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 150円 � 170円 枠 連（2－7） 610円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 380円 �� 590円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 10，530円

票 数

単勝票数 計 322309 的中 � 60908（1番人気）
複勝票数 計 416271 的中 � 65993（2番人気）� 78578（1番人気）� 61400（4番人気）
枠連票数 計 155907 的中 （2－7） 19803（1番人気）
馬連票数 計 603839 的中 �� 39870（2番人気）
馬単票数 計 290910 的中 �� 9724（4番人気）
ワイド票数 計 409531 的中 �� 28738（2番人気）�� 16836（6番人気）�� 27356（3番人気）
3連複票数 計 784613 的中 ��� 26270（3番人気）
3連単票数 計1142033 的中 ��� 7860（14番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．0―11．6―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．1―34．1―45．7―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラルムドランジュ �
�
父 Dansili �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2017．10．7 東京3着

2015．2．7生 牝4青鹿 母 Mer de Corail 母母 Miss Tahiti 13戦2勝 賞金 23，715，000円

追 加 記 事（第 1回福島競馬第 1日第 1競走）
〔その他〕　　ディーエスブルーム号は，競走中に疾病〔右第３手根骨々折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



11059 4月20日 晴 良 （31福島1）第5日 第11競走 ��
��1，800�第16回福島牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
牝，4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：54�，収得賞金
3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：54�，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競
走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

福島県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000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
1：45．3
1：43．9

良
良

55 デンコウアンジュ 牝6黒鹿54 柴田 善臣田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 458－ 21：48．1 6．0�
66 フローレスマジック 牝5鹿 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 476－ 61：48．52	 3．4�
810 ダノングレース 牝4鹿 54 蛯名 正義�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 422－101：48．71
 3．9�
77 ペルソナリテ 牝6鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 416－12 〃 ハナ 38．1�
89 ミッシングリンク 牝5栗 54 丸山 元気小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 530－ 5 〃 アタマ 24．1	
33 � ラ ン ド ネ 牝4鹿 54 戸崎 圭太合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm 508± 01：48．8クビ 4．0


22 カレンシリエージョ 牝4栗 54 秋山真一郎鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 アタマ 17．8�
78 ウインファビラス 牝6芦 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 480－ 21：49．33 21．8�
44 カワキタエンカ 牝5鹿 54 �島 克駿川島 吉男氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 466± 01：50．25 8．8
11 ビ ス カ リ ア 牝7鹿 54 西村 淳也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 2 〃 ハナ 65．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 113，011，000円 複勝： 141，132，300円 枠連： 37，995，100円
馬連： 309，622，300円 馬単： 130，861，000円 ワイド： 182，586，300円
3連複： 504，662，600円 3連単： 812，926，800円 計： 2，232，797，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 140円 � 130円 � 140円 枠 連（5－6） 860円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 270円 �� 400円 �� 280円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 6，670円

票 数

単勝票数 計1130110 的中 � 148870（4番人気）
複勝票数 計1411323 的中 � 236822（4番人気）� 309287（1番人気）� 248621（3番人気）
枠連票数 計 379951 的中 （5－6） 34108（4番人気）
馬連票数 計3096223 的中 �� 266728（4番人気）
馬単票数 計1308610 的中 �� 47453（9番人気）
ワイド票数 計1825863 的中 �� 176728（2番人気）�� 109490（5番人気）�� 167216（3番人気）
3連複票数 計5046626 的中 ��� 384955（2番人気）
3連単票数 計8129268 的中 ��� 88248（15番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．5―12．8―12．2―11．7―11．5―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．2―50．0―1：02．2―1：13．9―1：25．4―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．9―3F34．2
1
3
4，8（3，9）（1，6）（2，5）7，10・（4，8）（9，6）（3，2）（5，10）（1，7）

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

勝馬の
紹 介

デンコウアンジュ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 マリエンバード デビュー 2015．10．3 阪神5着

2013．4．8生 牝6黒鹿 母 デンコウラッキー 母母 メイショウユリヒメ 27戦3勝 賞金 168，923，000円
〔制裁〕ミッシングリンク号の騎手丸山元気は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成31年4月27日から平成31年5月

4日まで騎乗停止。（被害馬：8番・3番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりデンコウアンジュ号は，ヴィクトリアマイル（GⅠ）競走に優先出走できる。

11060 4月20日 晴 良 （31福島1）第5日 第12競走 ��1，700�
は な み や ま

花 見 山 特 別
発走16時00分 （ダート・右）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．3
1：40．9

良
重

34 ロジペルレスト 牡4栗 57 丸山 元気久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 518－ 41：45．8 8．6�
611� シュプリームゾーン 牡5黒鹿57 勝浦 正樹村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 510＋ 41：46．12 14．5�
814 サトノゲイル 牡4青鹿57 津村 明秀 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 456－ 41：46．2クビ 36．3�
58 � ヒルノサルバドール 牡6栗 57 横山 武史�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 454－ 61：46．3� 4．0�
11 ダンケシェーン 牡4栗 57 横山 和生 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 484＋ 41：46．51� 9．0�
47 メイショウノボサン 牡6栗 57 蛯名 正義松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 474－ 2 〃 アタマ 7．0	
46 メンターモード 牡5鹿 57 吉田 隼人青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B496－ 21：46．71� 17．9

712 スペルマロン 	5栗 57 松岡 正海西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 500－ 61：46．8� 14．5�
35 ランバージャック 牡5栗 57 石橋 脩前田 幸治氏 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 21：46．9� 11．0�
59 スマイルフォース 牡7鹿 57 黛 弘人上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 468± 01：47．21� 284．9
23 バンパークロップ 牝5栗 55 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 406－ 81：47．3� 16．4�
713 オ ル ノ ス 牝6芦 55 西村 淳也武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 462± 01：47．4クビ 30．3�
22 セイリスペクト 牡4黒鹿57 
島 克駿金田 成基氏 長谷川浩大 日高 庄野牧場 B476＋ 21：48．14 34．5�
610 レッドエレノア 牝5青鹿55 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 538－16 〃 クビ 11．1�
815 セイウンクールガイ 牡4栗 57 戸崎 圭太西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 448－ 21：50．3大差 9．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，087，600円 複勝： 68，387，300円 枠連： 28，462，500円
馬連： 98，911，000円 馬単： 40，106，900円 ワイド： 73，225，200円
3連複： 160，883，400円 3連単： 180，467，100円 計： 695，531，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 380円 � 470円 � 1，020円 枠 連（3－6） 1，790円

馬 連 �� 8，360円 馬 単 �� 15，760円

ワ イ ド �� 2，900円 �� 4，940円 �� 5，910円

3 連 複 ��� 89，770円 3 連 単 ��� 401，340円

票 数

単勝票数 計 450876 的中 � 41765（3番人気）
複勝票数 計 683873 的中 � 51103（5番人気）� 38926（9番人気）� 16359（12番人気）
枠連票数 計 284625 的中 （3－6） 12303（7番人気）
馬連票数 計 989110 的中 �� 9166（42番人気）
馬単票数 計 401069 的中 �� 1908（82番人気）
ワイド票数 計 732252 的中 �� 6568（43番人気）�� 3812（64番人気）�� 3181（72番人気）
3連複票数 計1608834 的中 ��� 1344（287番人気）
3連単票数 計1804671 的中 ��� 326（1398番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．8―12．8―12．9―12．3―12．6―12．4―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．7―42．5―55．4―1：07．7―1：20．3―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロジペルレスト �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 Aldebaran デビュー 2018．2．4 東京7着

2015．4．28生 牡4栗 母 ペルレストラーダ 母母 ドーニングストーム 9戦3勝 賞金 31，478，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サウンドマジック号
（非抽選馬） 1頭 カリーニョミノル号



（31福島1）第5日 4月20日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

242，030，000円
14，650，000円
1，490，000円
28，660，000円
65，972，000円
5，768，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
380，055，500円
585，458，800円
169，074，900円
765，801，400円
366，552，200円
535，942，900円
1，197，612，900円
1，724，067，200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 5，724，565，800円

総入場人員 12，524名 （有料入場人員 7，791名）
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