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10025 4月18日 雨 稍重 （2福島1） 第3日 第1競走 1，150�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

510 サ ノ マ ナ 牝3栗 54
52 ◇藤田菜七子佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 458－ 41：09．3 7．0�

12 メイショウタオ 牡3黒鹿56 �島 良太松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 454＋ 81：10．68 16．2�
11 フレンチバローズ 牡3栗 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 牧場 526－ 21：10．7クビ 140．1�
24 ワンダーダイカネン 牡3鹿 56 吉田 隼人山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 城地牧場 478－ 41：10．91� 2．9�
612 レディオタイムズ 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 484± 01：11．0� 2．8�
23 ドバウィビクトリー 牡3鹿 56

53 ▲原 優介後藤 英成氏 稲垣 幸雄 日高 長谷部牧場 470＋ 8 〃 ハナ 128．3	
36 スズカアイドル 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 418－10 〃 クビ 20．9

713 タイセイレフィーノ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心田中 成奉氏 森田 直行 登別 登別上水牧場 456－ 61：11．21� 10．8�
714 デルマベリル 牡3鹿 56 丹内 祐次浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 446＋ 41：11．41 56．1�
48 リチェルカータ 牝3黒鹿54 丸田 恭介ターフ・スポート高橋 文雅 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 426－ 61：11．61� 65．8�
35 チェリーガイア 牝3芦 54

51 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 454－ 2 〃 クビ 14．1�
59 トミケンヴァイゼ 牝3鹿 54

52 △菅原 明良冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 大江牧場 480＋ 21：12．45 76．5�
816 ラヴアンドゲーム 牝3鹿 54 横山 武史 社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 428－121：13．03� 16．9�
47 タニセンシロッコ 牡3栃栗 56

55 ☆斎藤 新染谷 幸雄氏 加藤士津八 浦河 梅田牧場 B444－ 21：13．63� 185．4�
611 キタノイーグル 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 浦河 東栄牧場 556 ―1：13．7� 99．5�
815 ネ ル ハ 牡3栗 56 黛 弘人 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 526 ―1：15．4大差 153．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，093，400円 複勝： 36，743，000円 枠連： 7，751，000円
馬連： 40，445，900円 馬単： 19，674，700円 ワイド： 39，254，800円
3連複： 72，016，800円 3連単： 71，022，600円 計： 309，002，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 340円 � 470円 � 2，470円 枠 連（1－5） 6，340円

馬 連 �� 6，030円 馬 単 �� 9，940円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 13，090円 �� 14，480円

3 連 複 ��� 223，190円 3 連 単 ��� 768，520円

票 数

単勝票数 計 220934 的中 � 25201（3番人気）
複勝票数 計 367430 的中 � 31039（3番人気）� 20907（6番人気）� 3467（13番人気）
枠連票数 計 77510 的中 （1－5） 947（19番人気）
馬連票数 計 404459 的中 �� 5191（17番人気）
馬単票数 計 196747 的中 �� 1484（31番人気）
ワイド票数 計 392548 的中 �� 5036（19番人気）�� 766（67番人気）�� 692（71番人気）
3連複票数 計 720168 的中 ��� 242（243番人気）
3連単票数 計 710226 的中 ��� 67（1029番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―11．3―12．2―12．2―13．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．3―31．6―43．8―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．7
3 10（12，16）13－（6，2）9－（5，4）8－（7，1）（3，14）＝11＝15 4 10－（12，16）13，2－6（5，9，4）8－（3，1）14－7＝11＝15

勝馬の
紹 介

サ ノ マ ナ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2019．8．18 新潟9着

2017．2．27生 牝3栗 母 ガ イ ヤ ー ル 母母 メイトリアーク 5戦1勝 賞金 7，100，000円
〔発走状況〕 トミケンヴァイゼ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トミケンヴァイゼ号は，令和2年4月19日から令和2年5月10日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タニセンシロッコ号・キタノイーグル号・ネルハ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和2年5月18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 ジューンフォレスト号・ヒデノサードニクス号

10026 4月18日 雨 稍重 （2福島1） 第3日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時15分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

59 リ ヴ ェ ー ル 牝3芦 54
53 ☆西村 淳也栗山 良子氏 �島 一歩 安平 追分ファーム 436＋ 21：10．6 5．4�

47 シ エ ル ヴ ァ 牝3鹿 54
51 ▲原 優介�桑田牧場 武井 亮 浦河 桑田牧場 448＋ 2 〃 クビ 11．3�

24 メイリバティ 牝3鹿 54
53 ☆斎藤 新千明牧場 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 442－ 21：10．7クビ 2．6�

612 フローラルドレス 牝3鹿 54 勝浦 正樹髙橋 正雄氏 伊藤 大士 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 B422－ 61：10．91� 7．7�

815 レオハイセンス 牝3鹿 54 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 438－ 6 〃 ハナ 64．3	
48 ナンヨーショウエイ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 394－ 21：11．22 5．3

713 ゴールドシンガー 牝3黒鹿54 杉原 誠人居城 寿与氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 470＋ 61：11．3クビ 307．4�
35 プラチナビューティ 牝3青 54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 420－161：11．4� 34．3�
12 キ ラ ビ ヤ カ 牝3黒鹿54 中谷 雄太岡田 牧雄氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 416＋12 〃 ハナ 129．1
816 ブロッケンリング 牝3鹿 54

52 △団野 大成 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 422＋ 61：11．61� 37．6�
23 シンキングムーン 牝3鹿 54 木幡 初也佐藤 雄司氏 武市 康男 新冠 浜口牧場 444＋ 61：11．81� 14．3�
611 メイショウウタヒメ 牝3黒鹿54 国分 優作松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 本巣 敦 420＋101：12．01� 198．1�
36 ババルダージュ 牝3黒鹿54 �島 克駿飯田 正剛氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 406＋141：12．31� 37．7�
11 ノーブルルビー 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 480 ― 〃 クビ 11．9�
510 ジョーパティオ 牝3芦 54 城戸 義政上田江吏子氏 清水 久詞 新ひだか 木村 秀則 442－101：12．51� 134．6�
714 エリーフォース 牝3鹿 54

52 △菅原 明良谷川 正純氏 土田 稔 浦河 ガーベラパー
クスタツド 440－ 21：14．8大差 390．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，139，500円 複勝： 31，814，300円 枠連： 6，889，800円
馬連： 34，936，400円 馬単： 14，633，800円 ワイド： 30，597，000円
3連複： 51，470，400円 3連単： 49，836，000円 計： 242，317，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 260円 � 140円 枠 連（4－5） 1，160円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 6，160円

ワ イ ド �� 640円 �� 360円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 20，780円

票 数

単勝票数 計 221395 的中 � 32466（3番人気）
複勝票数 計 318143 的中 � 55608（2番人気）� 23778（5番人気）� 69983（1番人気）
枠連票数 計 68898 的中 （4－5） 4572（5番人気）
馬連票数 計 349364 的中 �� 9637（9番人気）
馬単票数 計 146338 的中 �� 1781（23番人気）
ワイド票数 計 305970 的中 �� 11336（7番人気）�� 22343（2番人気）�� 25387（1番人気）
3連複票数 計 514704 的中 ��� 19435（3番人気）
3連単票数 計 498360 的中 ��� 1738（56番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．9―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．3―46．2―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ヴ ェ ー ル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Closing Argument デビュー 2019．8．3 小倉3着

2017．3．10生 牝3芦 母 リトルゲルダ 母母 Bijoux Miss 4戦1勝 賞金 6，900，000円
〔制裁〕 ナンヨーショウエイ号の調教師宗像義忠は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。

シエルヴァ号の騎手原優介は，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・3番・2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリーフォース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月18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。
（非抽選馬） 3頭 エレヴァート号・キッチンドリンカー号・テンジュイン号

第１回 福島競馬 第３日



10027 4月18日 雨 稍重 （2福島1） 第3日 第3競走 1，700�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

22 メイショウハリオ 牡3栗 56 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 494－ 81：49．2 2．1�
815 リュウグウハヤブサ 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也深澤 朝房氏 渡辺 薫彦 洞�湖 レイクヴィラファーム 494－ 21：49．51� 18．0�
23 ヴァリアントジョイ 牡3鹿 56

54 △菅原 明良 �ローレルレーシング 畠山 吉宏 青森 織笠 時男 460＋ 21：50．03 6．3�
11 ビッグゴシップ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介吉田 千津氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 486－ 41：50．21� 28．4�
713 エクステンデット 牡3栗 56 柴山 雄一�ラ・メール 奥村 武 新冠 松浦牧場 B436＋ 91：50．41� 33．5�
59 ネオボーゲン 牡3鹿 56 横山 武史西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 大滝 康晴 424－ 81：50．61� 4．7	
712 タイセイブリッツ 牡3黒鹿 56

55 ☆斎藤 新田中 成奉氏 安田 翔伍 日高 若林 順一 488 ―1：50．7� 16．5

34 エクセルスパイダー 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大谷川 正純氏 石毛 善彦 新冠 的場牧場 488－121：51．01� 403．5�
47 ハリケーンメファ 牝3芦 54 酒井 学手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 B438－ 21：51．1クビ 66．8�
610 リンガスウォリアー 牡3栗 56 吉田 隼人伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 472－ 41：51．63 6．1
35 キャプテンカーク 牡3芦 56 長岡 禎仁佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 444－ 21：51．7� 250．6�
58 ボントンルレ 牡3鹿 56

54 △団野 大成ジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－101：53．08 33．4�

814 ダビデヴィットリオ �3鹿 56 西田雄一郎加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 462－101：54．06 269．2�
611 インディゴジェイ 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹吉岡 泰治氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 486 ―1：54．1� 123．3�
46 ヒロノホマレボシ 牡3黒鹿 56

53 ▲秋山 稔樹小野 博郷氏 蛯名 利弘 平取 スガタ牧場 B448＋ 61：58．8大差 412．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，649，700円 複勝： 31，198，500円 枠連： 7，571，600円
馬連： 31，614，800円 馬単： 14，792，800円 ワイド： 28，646，100円
3連複： 47，816，500円 3連単： 50，240，400円 計： 234，530，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 300円 � 170円 枠 連（2－8） 1，280円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 800円 �� 410円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 14，240円

票 数

単勝票数 計 226497 的中 � 85511（1番人気）
複勝票数 計 311985 的中 � 75321（1番人気）� 20102（5番人気）� 45857（3番人気）
枠連票数 計 75716 的中 （2－8） 4560（6番人気）
馬連票数 計 316148 的中 �� 11872（7番人気）
馬単票数 計 147928 的中 �� 3861（10番人気）
ワイド票数 計 286461 的中 �� 9046（8番人気）�� 19591（3番人気）�� 4766（19番人気）
3連複票数 計 478165 的中 ��� 9230（13番人気）
3連単票数 計 502404 的中 ��� 2557（40番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―30．9―44．2―57．2―1：10．1―1：23．0―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．1
1
3
7，14（3，15）10（11，13）（9，6）8（1，2）12，4，5
7，15，14（3，13）2（9，11，8）（1，10）（12，6）4－5

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

勝馬の
紹 介

メイショウハリオ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．4．5 阪神5着

2017．2．25生 牡3栗 母 メイショウオウヒ 母母 アルペンローズ 2戦1勝 賞金 5，610，000円
〔制裁〕 ダビデヴィットリオ号の騎手西田雄一郎は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒロノホマレボシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月18日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ダビデヴィットリオ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月18日まで平地競走に出走で

きない。

10028 4月18日 小雨 稍重 （2福島1） 第3日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時15分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

36 パラスアテナ 牝3鹿 54 吉田 隼人広尾レース� 高柳 瑞樹 新ひだか 木村 秀則 442± 02：02．7 6．3�
12 ウインアルカンナ 牝3黒鹿54 横山 武史�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 42：03．65 5．4�
23 エルバルーチェ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 454＋ 6 〃 クビ 2．2�
47 チャオコーリー 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 398＋ 62：04．23� 31．6�
59 ジ レ ー ネ 牝3黒鹿54 酒井 学�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 410＋ 62：04．41� 39．7	
510 グランチーノ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹小菅 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 446＋ 22：04．5� 96．7

48 カレンブラッキーナ 牝3青鹿54 荻野 極鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 440＋ 4 〃 ハナ 5．0�
714 デュアルネイチャー 牝3青鹿 54

53 ☆西村 淳也�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 434－ 62：04．6� 24．5�
816 セ シ ー ル 牝3鹿 54 勝浦 正樹島川 哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 422－ 22：04．7クビ 244．9�
611 エキスパート 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新 �京都ホースレーシング 小手川 準 様似 様似渡辺牧場 464＋142：04．8� 9．9�
713 ヴィエリチカ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 434－102：05．11� 124．3�
11 ゴールドリアリティ 牝3鹿 54 杉原 誠人居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 438－ 22：05．2� 545．7�
24 ナ タ ン ド ラ 牝3鹿 54

52 △菅原 明良吉田 照哉氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 436－ 4 〃 アタマ 222．1�
815 ミルフィリア 牝3鹿 54 国分 優作 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 444－102：05．3クビ 33．5�
35 ホウオウマライア 牝3芦 54 柴田 大知小笹 芳央氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 2 〃 クビ 97．3�
612 ナ ツ キ 牝3黒鹿54 菱田 裕二西村 清子氏 清水 久詞 新ひだか グローリーファーム 420 ―2：06．47 114．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，766，500円 複勝： 38，914，800円 枠連： 8，672，400円
馬連： 38，849，600円 馬単： 17，899，000円 ワイド： 33，776，700円
3連複： 56，682，400円 3連単： 61，924，300円 計： 284，485，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 180円 � 170円 � 120円 枠 連（1－3） 1，460円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 560円 �� 410円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 12，530円

票 数

単勝票数 計 277665 的中 � 34869（4番人気）
複勝票数 計 389148 的中 � 45509（4番人気）� 50602（3番人気）� 111171（1番人気）
枠連票数 計 86724 的中 （1－3） 4600（6番人気）
馬連票数 計 388496 的中 �� 20302（6番人気）
馬単票数 計 178990 的中 �� 4235（11番人気）
ワイド票数 計 337767 的中 �� 14592（6番人気）�� 20846（4番人気）�� 26598（2番人気）
3連複票数 計 566824 的中 ��� 23664（3番人気）
3連単票数 計 619243 的中 ��� 3582（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―35．6―48．7―1：01．8―1：14．4―1：26．6―1：38．9―1：50．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パラスアテナ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．1．26 中山2着

2017．1．18生 牝3鹿 母 ステラリード 母母 ウェルシュステラ 3戦1勝 賞金 8，270，000円
〔3走成績による出走制限〕 ヴィエリチカ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月18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 カサドーラ号



10029 4月18日 小雨 稍重 （2福島1） 第3日 第5競走 ��1，200�3歳未勝利
発走12時05分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

714 ジューンアクア 牝3芦 54
52 △団野 大成吉川 潤氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 456－ 41：11．0 1．6�

35 ヤマニンボンモマン 牝3鹿 54 酒井 学土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 438－ 21：11．31� 153．5�
23 � ブレイムドーター 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹小川眞査雄氏 小野 次郎 米 Indian Creek
& Nicky Drion 392± 01：11．62 21．4�

815 タガノヴィアトゥル 牝3鹿 54
53 ☆川又 賢治八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430＋ 61：11．7� 127．9�
713 テルミーユアラヴ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小手川 準 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 41：11．91 57．0�
24 デルマアメジスト 牝3黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 430－18 〃 クビ 85．8	
612 エリナイトニケ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 404－121：12．11 15．8

510 アクロスティック 牝3黒鹿54 �島 克駿 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 410－ 4 〃 アタマ 33．3�
816 ジュネスドール 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 日高 賀張中川牧場 442－12 〃 ハナ 48．8

36 タマモマクシム 牡3鹿 56 城戸 義政タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 460－ 61：12．31 11．1�
59 リーガルレディ 牝3黒鹿54 丸田 恭介芳賀 滿男氏 稲垣 幸雄 新ひだか フジワラフアーム 430－141：12．51� 18．3�
11 ヒットパレード 牝3黒鹿54 宮崎 北斗小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 432－ 81：12．71� 58．1�
611 ビップリバプール 牡3栗 56 中谷 雄太鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 486＋101：13．02 8．2�
47 ショウリオウ 牡3黒鹿56 嶋田 純次�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 454± 01：13．32 129．1�
12 インテレット 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心近藤 英子氏 森田 直行 浦河 辻 牧場 410－ 2 〃 ハナ 13．0�
48 クワトロチェント 牡3栗 56 柴田 大知 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 490＋121：14．15 12．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，995，300円 複勝： 37，359，500円 枠連： 9，095，800円
馬連： 40，737，800円 馬単： 23，015，100円 ワイド： 39，360，500円
3連複： 63，408，300円 3連単： 77，213，700円 計： 318，186，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 1，760円 � 310円 枠 連（3－7） 750円

馬 連 �� 6，280円 馬 単 �� 9，770円

ワ イ ド �� 3，200円 �� 610円 �� 9，470円

3 連 複 ��� 20，050円 3 連 単 ��� 88，010円

票 数

単勝票数 計 279953 的中 � 134853（1番人気）
複勝票数 計 373595 的中 � 152979（1番人気）� 3087（15番人気）� 22141（5番人気）
枠連票数 計 90958 的中 （3－7） 9343（2番人気）
馬連票数 計 407378 的中 �� 5020（19番人気）
馬単票数 計 230151 的中 �� 1765（24番人気）
ワイド票数 計 393605 的中 �� 3070（37番人気）�� 17834（6番人気）�� 1022（72番人気）
3連複票数 計 634083 的中 ��� 2371（63番人気）
3連単票数 計 772137 的中 ��� 636（248番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―11．8―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．2―46．0―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジューンアクア �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．11．16 京都11着

2017．3．2生 牝3芦 母 アグネスナチュラル 母母 アグネスアテーナー 4戦1勝 賞金 7，100，000円
〔発走状況〕 ビップリバプール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クワトロチェント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月18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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アイティナリー号・サトノグリアン号・シュライクス号・ディムッター号・ポートメイリオン号・ワイアヴィー号
（非抽選馬） 3頭 エンジェルティアラ号・スズノヤマト号・ネクストエピソード号

10030 4月18日 小雨 稍重 （2福島1） 第3日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走12時35分 （芝・右）

若手騎手；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

36 コスモシークレット 牡3栗 56 横山 武史 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 21：51．4 28．8�
48 ボ マ ラ イ ン 牡3鹿 56

54 △団野 大成野嶋 祥二氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 468－ 4 〃 ハナ 5．0�
12 ポールトゥウィン 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹 �カナヤマホール
ディングス 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 488－ 6 〃 アタマ 22．7�

35 スーパーフライヤー 牡3青鹿56 荻野 極三宅 勝俊氏 上村 洋行 新ひだか 桜井牧場 488－ 2 〃 アタマ 53．2�
611 ル ド ヴ ィ コ 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 426－ 21：51．61� 11．9	
713 コンフィテーロ 牡3青鹿 56

55 ☆川又 賢治ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462＋ 21：51．7� 3．1


24 ナムライロハ 牝3鹿 54
52 ◇藤田菜七子奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 平取 坂東牧場 412＋ 41：52．12� 32．4�

11 スターズプレミア 牡3鹿 56 �島 克駿 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 456± 01：52．2クビ 4．1�
47 ウェイヴァリー 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也 �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 524＋10 〃 クビ 12．8

816 マテラユウキ 牡3栗 56
55 ☆森 裕太朗大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 村下 明博 442＋ 21：52．3クビ 89．3�

59 ビオロンスコッツ 牡3青鹿 56
53 ▲山田 敬士熊澤 浩樹氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド B462－ 21：52．61� 177．8�

510 コスモテキロ 牡3芦 56 木幡 初也 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 2 〃 クビ 39．3�
23 クレドゥボヌール 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 杵臼牧場 434± 0 〃 ハナ 40．4�
815 マイネルキアロ 牡3芦 56 井上 敏樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 468－ 61：52．92 449．7�
612 エ ナ ミ ル ク 牝3鹿 54

51 ▲原 優介宮原 廣伸氏 伊藤 大士 新ひだか 山際牧場 482＋ 21：53．0� 135．3�
714 エ ル メ ー ム 牝3鹿 54

52 △菅原 明良�ラ・メール 高木 登 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 470＋ 21：53．31� 7．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，231，300円 複勝： 40，245，000円 枠連： 9，684，400円
馬連： 38，963，600円 馬単： 16，430，600円 ワイド： 36，904，300円
3連複： 60，855，800円 3連単： 56，796，800円 計： 289，111，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，880円 複 勝 � 470円 � 180円 � 650円 枠 連（3－4） 2，790円

馬 連 �� 5，140円 馬 単 �� 16，080円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 4，180円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 27，110円 3 連 単 ��� 245，100円

票 数

単勝票数 計 292313 的中 � 8103（8番人気）
複勝票数 計 402450 的中 � 19999（7番人気）� 72862（2番人気）� 13815（9番人気）
枠連票数 計 96844 的中 （3－4） 2687（10番人気）
馬連票数 計 389636 的中 �� 5872（17番人気）
馬単票数 計 164306 的中 �� 766（52番人気）
ワイド票数 計 369043 的中 �� 6949（16番人気）�� 2224（44番人気）�� 6143（17番人気）
3連複票数 計 608558 的中 ��� 1683（88番人気）
3連単票数 計 567968 的中 ��� 168（688番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．4―12．7―12．9―12．4―12．4―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．2―48．9―1：01．8―1：14．2―1：26．6―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモシークレット �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．6．1 東京9着

2017．3．24生 牡3栗 母 ネオザミスティック 母母 ルヴァーガール 9戦1勝 賞金 9，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キアナポラリス号
（非抽選馬） 1頭 ハクサンフルリール号



10031 4月18日 雨 稍重 （2福島1） 第3日 第7競走 1，150�4歳以上1勝クラス
発走13時05分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

78 マリアルージュ 牝4青鹿55 吉田 隼人河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 460－ 21：09．0 2．5�
79 ナイスプリンセス 牝4鹿 55 丸田 恭介田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 440－ 61：09．21� 10．1�
810 メイショウゼッケイ 牝4栗 55

54 ☆菊沢 一樹松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 414＋ 41：09．3� 29．7�
67 � クリノクノイチ 牝5黒鹿 55

54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 454＋ 6 〃 クビ 4．6�
811 ラ ヴ ノ ッ ト 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 大北牧場 492＋ 81：09．4� 18．1�

11 � マリノリヴィエール 牝4黒鹿55 丹内 祐次矢野まり子氏 本間 忍 日高 クラウン日高牧場 458＋ 6 〃 ハナ 42．2	
55 � セイウンシェリー 牝4栗 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド B430－ 21：09．61� 99．3

44 � アイアムビクトリア 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 446＋ 21：09．7クビ 8．7�
22 � サンマルスイート 牝6黒鹿 55

53 △団野 大成相馬 勇氏 中野 栄治 日高 三城牧場 460－ 41：09．8� 88．2�
66 ブルーコーラル 牝4栗 55

53 ◇藤田菜七子 �ローレルレーシング 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 434＋ 2 〃 クビ 7．0
33 � ラカマロネス 牝5鹿 55

54 ☆西村 淳也一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 B452－ 21：10．43� 6．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 30，663，000円 複勝： 37，665，700円 枠連： 6，146，500円
馬連： 36，249，100円 馬単： 18，287，200円 ワイド： 32，445，100円
3連複： 50，785，800円 3連単： 65，611，000円 計： 277，853，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 170円 � 500円 枠 連（7－7） 700円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，040円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 4，650円 3 連 単 ��� 16，660円

票 数

単勝票数 計 306630 的中 � 96709（1番人気）
複勝票数 計 376657 的中 � 87265（1番人気）� 60340（3番人気）� 13471（8番人気）
枠連票数 計 61465 的中 （7－7） 6754（2番人気）
馬連票数 計 362491 的中 �� 22715（3番人気）
馬単票数 計 182872 的中 �� 6465（5番人気）
ワイド票数 計 324451 的中 �� 31072（2番人気）�� 7407（15番人気）�� 7681（14番人気）
3連複票数 計 507858 的中 ��� 8175（17番人気）
3連単票数 計 656110 的中 ��� 2854（49番人気）

ハロンタイム 9．5―10．8―11．4―11．9―12．4―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．3―31．7―43．6―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．3
3 4，6（3，10）8，11，2，7－5－9－1 4 4，6，10（3，8）（2，11）7－5，9－1

勝馬の
紹 介

マリアルージュ �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．11．11 東京5着

2016．5．4生 牝4青鹿 母 エリモシャイニー 母母 エリモシック 13戦2勝 賞金 22，750，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 マリノリヴィエール号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻6分遅延。
〔制裁〕 ブルーコーラル号の騎手藤田菜七子は，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：10

番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マリノリヴィエール号は，令和2年4月19日から令和2年5月10日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。

10032 4月18日 雨 稍重 （2福島1） 第3日 第8競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時35分 （芝・右）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

11 ウレキサイト 牡4芦 57
55 △団野 大成 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 508＋ 82：03．9 3．7�

33 グレルグリーン 牡4黒鹿 57
56 ☆斎藤 新斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 462－ 82：04．64 11．2�

814� トライゲッター �4黒鹿57 井上 敏樹畑佐 博氏 伊藤 大士 浦河 中島牧場 490－ 82：04．7クビ 146．8�
711� ソルフェージュ 牡5鹿 57 勝浦 正樹ライオンレースホース� 石毛 善彦 新ひだか タイヘイ牧場 440± 02：05．02 26．2�
58 � レッドリュンヌ 牝7栗 55 嶋田 純次Mr．ホース 南田美知雄 安平 ノーザンファーム 444＋18 〃 アタマ 195．8	
813 アークロイヤル 牝4栗 55

54 ☆西村 淳也原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 414＋ 82：05．31	 15．3

57 シークレットアイズ 牡4黒鹿57 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 500＋ 4 〃 アタマ 13．9�
46 
 ス テ ィ ー ン 牡4鹿 57

56 ☆川又 賢治ゴドルフィン 池江 泰寿 愛 Zalim Bifov 476－ 22：05．4クビ 3．5�
45 ビギングローリー 牡4芦 57 吉田 隼人窪田 康志氏 中川 公成 平取 坂東牧場 B478＋122：05．5� 24．5
69 � ラストプライドワン 牡6黒鹿57 柴山 雄一嶋田 賢氏 奥村 武 新ひだか 岡田牧場 474＋ 62：05．82 82．8�
34 クリエイトザライフ �4栗 57 �島 克駿飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 476＋ 42：05．9クビ 50．7�
712 クラウドスケープ 牡4黒鹿57 黛 弘人下河辺俊行氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 472－ 62：06．53	 80．2�
610 ホウオウエーデル 牡4鹿 57 横山 武史小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 482－ 62：06．6クビ 2．9�
22 � メイショウサガノ 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士三岡 陽氏 小桧山 悟 新ひだか 三木田 明仁 492－23 〃 クビ 152．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，410，900円 複勝： 32，315，000円 枠連： 7，352，100円
馬連： 38，046，400円 馬単： 16，874，400円 ワイド： 33，681，700円
3連複： 55，772，500円 3連単： 62，423，800円 計： 271，876，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 290円 � 2，370円 枠 連（1－3） 1，990円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 880円 �� 7，430円 �� 19，140円

3 連 複 ��� 67，900円 3 連 単 ��� 239，450円

票 数

単勝票数 計 254109 的中 � 54180（3番人気）
複勝票数 計 323150 的中 � 54874（2番人気）� 28847（5番人気）� 2753（13番人気）
枠連票数 計 73521 的中 （1－3） 2863（9番人気）
馬連票数 計 380464 的中 �� 14566（8番人気）
馬単票数 計 168744 的中 �� 3937（12番人気）
ワイド票数 計 336817 的中 �� 10420（9番人気）�� 1140（51番人気）�� 440（76番人気）
3連複票数 計 557725 的中 ��� 616（131番人気）
3連単票数 計 624238 的中 ��� 189（545番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．3―36．3―49．0―1：01．7―1：14．4―1：26．6―1：38．8―1：51．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウレキサイト �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2018．9．23 中山1着

2016．5．5生 牡4芦 母 ラフィントレイル 母母 ファビラスラフイン 13戦2勝 賞金 28，533，000円



10033 4月18日 雨 稍重 （2福島1） 第3日 第9競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

23 � グランデラムジー 牡4黒鹿57 国分 優作 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 464－ 21：47．1 4．1�
35 ウインドオブホープ �7栗 57 勝浦 正樹�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 526－ 81：47．2� 23．6�
22 オメガレインボー 牡4栗 57

56 ☆西村 淳也原 	子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 81：47．4� 10．3�
712 ビービーシャルト �4鹿 57

55 △団野 大成坂東 勝彦氏 野中 賢二 新冠 オリエント牧場 488－ 8 〃 クビ 47．2�
34 ホーカスポーカス 牡5鹿 57

55 ◇藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 424－141：47．71� 19．7	
47 
 エヴァキュアン 牡4黒鹿 57

54 ▲亀田 温心加藤 誠氏 中竹 和也 米 Godolphin 494＋12 〃 クビ 37．1

610 フォリオール �4栗 57 �島 克駿程田 真司氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B526± 01：48．23 22．1�
611 ガ チ コ 牝6鹿 55 丸田 恭介�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 472－10 〃 アタマ 27．9�
815 キングスバレイ 牡4栗 57 横山 武史村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 520＋ 41：48．3� 7．0
59 � シーオブセレニティ �5黒鹿 57

55 △菅原 明良ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 432± 01：49．36 2．6�

46 キミワテンマ �5鹿 57 吉田 隼人浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：49．51� 32．8�
58 ア マ デ ウ ス 牡4黒鹿 57

54 ▲小林 凌大中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育
成牧場 B462＋ 4 〃 クビ 63．4�

814� ピエナクロフネ 牡4芦 57 �島 良太本谷 兼三氏 飯田 雄三 日高 沖田牧場 522＋ 81：49．92� 47．9�
713� ヤークトボマー 牡4栗 57 宮崎 北斗西森 鶴氏 中川 公成 新ひだか ニシケンフアーム B464＋ 61：51．8大差 16．3�
11 ナガレボシトリキシ 牡4栗 57 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 日高 天羽牧場 516＋ 4 （競走中止） 26．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，231，000円 複勝： 39，528，400円 枠連： 9，581，700円
馬連： 46，994，000円 馬単： 20，478，400円 ワイド： 42，145，800円
3連複： 71，836，600円 3連単： 73，100，200円 計： 333，896，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 410円 � 300円 枠 連（2－3） 1，430円

馬 連 �� 4，220円 馬 単 �� 7，310円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 820円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 10，020円 3 連 単 ��� 53，690円

票 数

単勝票数 計 302310 的中 � 58345（2番人気）
複勝票数 計 395284 的中 � 65238（2番人気）� 21832（6番人気）� 32663（4番人気）
枠連票数 計 95817 的中 （2－3） 5160（5番人気）
馬連票数 計 469940 的中 �� 8620（12番人気）
馬単票数 計 204784 的中 �� 2099（21番人気）
ワイド票数 計 421458 的中 �� 10136（10番人気）�� 13487（5番人気）�� 6228（17番人気）
3連複票数 計 718366 的中 ��� 5375（26番人気）
3連単票数 計 731002 的中 ��� 987（144番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．8―42．2―54．9―1：07．5―1：20．3―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．6
1
3
7（5，8，9，15）－6（10，13）－3（2，14）（4，11）－12
7，5（8，9）（6，15）（3，10）（2，13，11）（14，4）12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�グランデラムジー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サンデーサイレンス

2016．4．15生 牡4黒鹿 母 ホクセツクィーン 母母 フ ォ ー リ ア 12戦1勝 賞金 22，560，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ナガレボシトリキシ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シンライ号・ドーバーテソーロ号
（非抽選馬） 1頭 タニノシェクハンド号

10034 4月18日 雨 稍重 （2福島1） 第3日 第10競走 ��1，200�
ゆき

雪 う さ ぎ 賞
発走14時40分 （芝・右）

3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

23 ジュニパーベリー 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B454＋ 41：11．1 3．7�
611 ヴェントヴォーチェ 牡3鹿 56 西村 淳也エデンアソシエーション 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 496± 01：11．42 3．2�
12 ア ビ エ ル ト 牡3鹿 56 菅原 明良野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 富田牧場 484－ 21：11．72 10．4�
815 コミカライズ 牝3青鹿54 荻野 極吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 450－ 41：11．8� 7．9�
11 � ラフィンクロンヌ 牝3栗 54 勝浦 正樹伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 460－10 〃 ハナ 60．2�
36 ビオグラフィー 牝3鹿 54 団野 大成 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 474＋101：12．65 11．3	
48 ミーハディビーナ 牝3青鹿54 斎藤 新 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 426－ 61：12．7� 52．3�
59 マイネルヘルト 牡3青鹿56 国分 優作 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 石郷岡 雅樹 412± 0 〃 クビ 21．8�
816 リッチクレマチス 牝3青 54 山田 敬士長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 北星村田牧場 450－ 21：12．8� 8．3
510� ア ニ マ ー ダ 牡3青鹿56 杉原 誠人 
グランデオーナーズ 星野 忍 新ひだか ヒサイファーム 480± 01：13．11� 233．0�
24 � フィールフォーユー 牝3鹿 54 吉田 隼人飯田 正剛氏 須貝 尚介 米 Barron-

stown Stud 468－ 81：13．41� 23．2�
47 ネバーゴーンアウト 牡3青鹿56 藤田菜七子岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 中田 英樹 486－ 41：13．5� 38．7�
35 テリオスヒメ 牝3鹿 54 菱田 裕二鈴木美江子氏 田島 俊明 青森 今川 満良 448＋ 81：13．6� 16．7�
713 プレジールドビブル 牡3鹿 56 中谷 雄太東海林貴大氏 竹内 正洋 新ひだか 山際牧場 456＋ 81：14．23� 45．2�
612 エリーグランプリ 牝3鹿 54 木幡 初也谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 426± 01：15．68 141．6�
714� ウ イ ラ ニ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 392－191：17．210 160．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，633，100円 複勝： 54，763，600円 枠連： 16，967，900円
馬連： 72，228，600円 馬単： 28，001，000円 ワイド： 60，316，300円
3連複： 112，685，300円 3連単： 114，060，500円 計： 500，656，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 170円 � 250円 枠 連（2－6） 700円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 400円 �� 590円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 11，360円

票 数

単勝票数 計 416331 的中 � 88200（2番人気）
複勝票数 計 547636 的中 � 118465（1番人気）� 82658（2番人気）� 46291（5番人気）
枠連票数 計 169679 的中 （2－6） 18600（2番人気）
馬連票数 計 722286 的中 �� 74042（1番人気）
馬単票数 計 280010 的中 �� 12818（2番人気）
ワイド票数 計 603163 的中 �� 41358（1番人気）�� 25746（4番人気）�� 16328（11番人気）
3連複票数 計1126853 的中 ��� 30630（3番人気）
3連単票数 計1140605 的中 ��� 7274（8番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．4―12．3―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．0―46．3―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュニパーベリー �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 スニッツェル デビュー 2019．8．4 新潟8着

2017．2．8生 牝3鹿 母 エ キ ナ シ ア 母母 ニシノマリア 11戦2勝 賞金 27，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレジールドビブル号・エリーグランプリ号・ウイラニ号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和2年5月18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 スウィートメリナ号



10035 4月18日 雨 重 （2福島1） 第3日 第11競走 ��1，150�ラ ジ オ 福 島 賞
発走15時20分 （ダート・右）

4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減
ラジオ福島賞（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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．9
1：06．9

良
良

59 � ボーサンシー 牡7栗 57 中谷 雄太吉田 和美氏 池添 学 米
Terrazas Thoroughbreds, Al-
bert & Joyce Bell, BGHA＃1，
LLC & R－Cher F 536＋101：07．7 9．3�

816 タマモサザンクロス 牡6黒鹿57 酒井 学タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 474± 0 〃 アタマ 4．2�
23 ノボリレーヴ 牝5鹿 55 �島 良太原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 450＋ 4 〃 クビ 27．1�
11 グ ラ ス レ オ 牡5黒鹿57 丹内 祐次半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 510－ 21：07．8� 18．2�
24 コンセッションズ 牝5栗 55 荻野 極 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 438－ 81：08．01	 8．3	
612 モズベイビー 牡4青鹿57 団野 大成 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 510－ 21：08．42� 5．9

48 
 スターシード 牡5栗 57 黛 弘人谷口 祐人氏 藤原 辰雄 新冠 中央牧場 474－131：08．61	 127．2�
47 シャインカメリア 牝5芦 55 勝浦 正樹皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 480＋ 2 〃 クビ 11．7�
714 トモジャスティス 牡5黒鹿57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 500－ 61：08．81	 13．6
815
 レ イ デ マ ー 牡5黒鹿57 山田 敬士戸佐 眞弓氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 510＋ 61：08．9� 126．0�
12 ワディアルヒタン 牝4青鹿55 丸田 恭介平井 裕氏 田村 康仁 日高 白井牧場 454± 0 〃 クビ 5．9�
510 クリノキング �6栗 57 嶋田 純次栗本 守氏 星野 忍 新冠 柏木 一則 470＋ 41：09．0クビ 227．3�
611 ガーデンコンサート 牝4鹿 55 吉田 隼人 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム B460－ 81：09．1� 8．4�
36 ゴールデンチョイス 牡4青鹿57 菱田 裕二田島榮二郎氏 武藤 善則 新ひだか 元茂牧場 B478＋141：09．31	 25．8�
713
 ラヴタクティクス 牝6栗 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 天間 昭一 日高 若林 順一 500＋ 81：09．61� 83．4�
35 クリスタルアワード 牝4青鹿55 菅原 明良 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 466＋101：10．02� 93．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，297，600円 複勝： 75，602，300円 枠連： 32，317，800円
馬連： 153，946，800円 馬単： 53，015，000円 ワイド： 101，631，900円
3連複： 249，319，300円 3連単： 254，652，700円 計： 972，783，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 350円 � 160円 � 620円 枠 連（5－8） 2，860円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 820円 �� 3，790円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 18，110円 3 連 単 ��� 99，470円

票 数

単勝票数 計 522976 的中 � 44574（6番人気）
複勝票数 計 756023 的中 � 50870（7番人気）� 161421（1番人気）� 25279（11番人気）
枠連票数 計 323178 的中 （5－8） 8734（15番人気）
馬連票数 計1539468 的中 �� 47610（7番人気）
馬単票数 計 530150 的中 �� 7148（22番人気）
ワイド票数 計1016319 的中 �� 33403（3番人気）�� 6684（50番人気）�� 13290（28番人気）
3連複票数 計2493193 的中 ��� 10323（79番人気）
3連単票数 計2546527 的中 ��� 1856（425番人気）

ハロンタイム 9．5―10．6―11．0―11．4―12．1―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．1―31．1―42．5―54．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ボーサンシー �
�
父 Tiz Wonderful �

�
母父 The Cliff’s Edge デビュー 2015．10．12 京都2着

2013．2．25生 牡7栗 母 Izzy Kate 母母 Stylish Mission 17戦4勝 賞金 43，042，000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 カシノブレンド号

10036 4月18日 雨 重 （2福島1） 第3日 第12競走 1，800�
か わ ま た

川 俣 特 別
発走16時00分 （芝・右）

4歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

713 アグネススターダム 牡7栗 57 斎藤 新渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 452＋ 21：54．2 51．8�
35 クリノオウジャ 牡4鹿 57 荻野 極栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B444± 0 〃 クビ 5．6�
11 ナンヨーマーズ 牡6鹿 57 丸田 恭介中村 德也氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 B460± 01：55．15 44．7�
714 グッドレイズ 牡4栗 57 �島 克駿杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 494－ 81：55．2クビ 9．2�
816 マジストラル 牡4鹿 57 中谷 雄太 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490－ 61：55．3� 24．0�
815 タガノスカイハイ 牡5鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498＋ 8 〃 クビ 6．5	
611� ブルーエクセレンス 牡4青鹿57 吉田 隼人ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 21：55．4� 6．9

23 � サンマルフラッシュ 牡4黒鹿57 菊沢 一樹相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム 466＋ 41：55．5� 39．3�
12 � ホウオウビクトリー 牡4鹿 57 横山 武史小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 470－ 81：56．13� 18．6�
48 ウェストブルック �5黒鹿57 杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 496－ 61：56．31	 21．3
24 � コペルニクス �6黒鹿57 西田雄一郎近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 440－141：56．4� 39．7�
612 リバーシブルレーン 牡4青鹿57 菅原 明良吉田 照哉氏 高木 登 千歳 社台ファーム 438－ 41：56．61� 13．2�
510 ドルフィンマーク �7黒鹿57 黛 弘人大塚 亮一氏 柄崎 孝 浦河 杵臼牧場 B504＋ 21：57．02 51．9�
47 チ ャ ピ 牝4黒鹿55 団野 大成加藤 晃央氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 460＋ 21：59．8大差 151．9�
36 リーガルメイン 牡4鹿 57 西村 淳也前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 8 （競走中止） 3．0�
59 カフジグローリー 牡6黒鹿57 酒井 学加藤 守氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 B542－ 6 （競走中止） 118．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，946，400円 複勝： 66，851，800円 枠連： 24，092，800円
馬連： 91，187，700円 馬単： 35，448，800円 ワイド： 74，021，100円
3連複： 146，958，500円 3連単： 154，559，500円 計： 638，066，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，180円 複 勝 � 1，440円 � 220円 � 660円 枠 連（3－7） 790円

馬 連 �� 18，870円 馬 単 �� 43，650円

ワ イ ド �� 5，050円 �� 20，180円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 170，350円 3 連 単 ��� 1，623，990円

票 数

単勝票数 計 449464 的中 � 6932（13番人気）
複勝票数 計 668518 的中 � 10464（13番人気）� 98551（2番人気）� 24326（10番人気）
枠連票数 計 240928 的中 （3－7） 23487（3番人気）
馬連票数 計 911877 的中 �� 3744（47番人気）
馬単票数 計 354488 的中 �� 609（107番人気）
ワイド票数 計 740211 的中 �� 3787（46番人気）�� 937（96番人気）�� 6153（34番人気）
3連複票数 計1469585 的中 ��� 647（283番人気）
3連単票数 計1545595 的中 ��� 69（1965番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．8―50．9―1：03．5―1：15．8―1：28．4―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネススターダム �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．10．11 京都1着

2013．3．26生 牡7栗 母 アグネスマジカル 母母 ブレッシング 21戦2勝 賞金 25，070，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔競走中止〕 リーガルメイン号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため1コーナーで競走中止。

カフジグローリー号は，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〕 クリノオウジャ号の騎手荻野極は，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〕 カフジグローリー号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チャピ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月18日まで平地競走に出走

できない。



（2福島1）第3日 4月18日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 183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

169，030，000円
1，730，000円
20，870，000円
1，800，000円
18，790，000円
73，826，000円
5，032，500円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
377，057，700円
523，001，900円
146，123，800円
664，200，700円
278，550，800円
552，781，300円
1，039，608，200円
1，091，441，500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 4，672，765，900円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回福島競馬第3日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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