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10049 4月25日 晴 良 （2福島1） 第5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

47 � シルバージャック 牡3鹿 56
54 ◇藤田菜七子阿津 昌弘氏 和田正一郎 米 C. Kidder

& N. Cole 494＋ 61：09．7 2．0�
24 ニーケススマイル 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹�高橋ファーム 蛯名 利弘 浦河 大北牧場 452－ 61：10．55 6．5�
713 マ タ ギ 牡3黒鹿56 藤懸 貴志ケーエスHD 平田 修 新冠 小泉牧場 460± 01：10．71� 5．8�
510 ソルレオーネ 牡3鹿 56 丸田 恭介 �YGGホースクラブ 大竹 正博 日高 山際牧場 490－ 21：10．91 28．4�
23 ヴ ァ ー ユ 牡3鹿 56 坂井 瑠星野嶋 祥二氏 森 秀行 新冠 新冠橋本牧場 486－181：11．21	 39．6	
48 デ ク ス タ ー 牡3栗 56

53 ▲原 優介小林竜太郎氏 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 452＋ 4 〃 クビ 110．6

11 メイショウアレス 牡3青 56 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 422＋10 〃 クビ 110．2�
714 シゲルメイオウセイ 牡3鹿 56 丸山 元気森中 蕃氏 松山 将樹 日高 池添 安雄 472－ 61：11．3� 12．3�
611 ディーカラーズ 牡3栗 56 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 496＋ 41：11．51
 41．1
35 アシャカトライミー 牡3栗 56

54 △団野 大成吉冨 学氏 加藤 和宏 新冠 須崎牧場 476－101：11．81	 12．7�
59 サウンドヒーロー 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心増田 雄一氏 吉田 直弘 新冠 小泉牧場 426－ 8 〃 ハナ 10．0�
12 � シルヴァーミリオン 牡3芦 56 和田 竜二岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 加

Susan Y. Fore-
man & Craig
C. Cameron

452± 01：11．9クビ 29．2�
612 ラストヘビー 牡3鹿 56 酒井 学平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 492± 0 〃 クビ 276．2�
816 トーアテンソンシ 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 446＋101：13．07 347．0�
36 ブローイングスノー 牡3鹿 56 西田雄一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 422－ 61：14．59 297．1�
815� マイアミテソーロ 牡3栗 56

54 △菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 米 G. Watts

Humphrey Jr. 470－ 21：14．6� 43．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，938，600円 複勝： 57，733，400円 枠連： 10，042，100円
馬連： 54，120，600円 馬単： 28，701，800円 ワイド： 50，399，500円
3連複： 94，480，000円 3連単： 103，249，500円 計： 427，665，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 160円 枠 連（2－4） 580円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 240円 �� 310円 �� 530円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 2，970円

票 数

単勝票数 計 289386 的中 � 115428（1番人気）
複勝票数 計 577334 的中 � 246796（1番人気）� 83062（2番人気）� 57776（3番人気）
枠連票数 計 100421 的中 （2－4） 13243（2番人気）
馬連票数 計 541206 的中 �� 65273（2番人気）
馬単票数 計 287018 的中 �� 24515（2番人気）
ワイド票数 計 503995 的中 �� 58899（1番人気）�� 42262（2番人気）�� 21503（6番人気）
3連複票数 計 944800 的中 ��� 88466（1番人気）
3連単票数 計1032495 的中 ��� 25198（1番人気）

ハロンタイム 9．7―11．0―11．4―12．3―12．4―12．9

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．7―20．7―32．1―44．4―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シルバージャック �
�
父 Fed Biz �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2019．8．31 新潟9着

2017．4．23生 牡3鹿 母 Silver Bean 母母 Boston Lady 7戦1勝 賞金 13，170，000円
〔その他〕 マイアミテソーロ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブローイングスノー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月25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〕 トーアテンソンシ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月25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 ヒデノサードニクス号

10050 4月25日 晴 良 （2福島1） 第5日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時20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
1：45．3
1：43．9

良
良

612 ハクサンチコチャン 牝3鹿 54
53 ☆西村 淳也河﨑 五市氏 清水 久詞 浦河 谷口牧場 454－101：49．0 8．3�

713 カシマホオズキ 牝3青鹿 54
52 △菅原 明良松浦 一久氏 加藤士津八 浦河 信成牧場 426＋ 6 〃 クビ 90．2�

48 アポロリリー 牝3黒鹿54 柴山 雄一アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 420 ―1：49．31� 56．0�
59 ムーンフェアリー 牝3栗 54 丸田 恭介村山 卓也氏 岩戸 孝樹 浦河 高村牧場 444＋ 41：49．4クビ 30．3�
11 ナーシサステソーロ 牝3芦 54 菱田 裕二了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 432＋ 61：49．61� 19．5�
816 ヤマカツパトリシア 牝3青 54 池添 謙一山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 430＋ 4 〃 ハナ 6．7	
24 シ ャ ト ン 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子佐久間拓士氏 高橋 文雅 日高 本間牧場 460± 0 〃 クビ 7．5

714 ヤマニンイリス 牝3鹿 54 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 434－ 4 〃 アタマ 79．4�
35 セ コ イ ア 牝3栗 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 446－ 21：49．7� 172．2�
12 エールオンレール 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心吉田 勝己氏 武 英智 安平 ノーザンファーム 460＋181：49．8� 93．4
815 アヴァンセヴェリテ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 武井 亮 安平 ノーザンファーム 448＋ 8 〃 クビ 2．0�
510 リメインオブザデイ 牝3青鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 394－ 81：50．01 43．4�
611 アイリステソーロ 牝3鹿 54 柴田 大知了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 404＋ 41：50．1� 210．5�
36 ブランニューウェイ 牝3芦 54

52 △団野 大成 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 456 ―1：50．63 101．3�

47 ラ ン ジ ョ ウ 牝3芦 54 蛯名 正義 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 420－141：50．81� 62．2�

23 ナスノメロディー 牝3鹿 54 丸山 元気�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 408－ 21：50．9� 5．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，762，200円 複勝： 46，177，700円 枠連： 10，071，900円
馬連： 41，405，800円 馬単： 19，352，600円 ワイド： 41，290，800円
3連複： 64，323，700円 3連単： 67，221，900円 計： 321，606，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 330円 � 2，090円 � 1，510円 枠 連（6－7） 11，290円

馬 連 �� 26，380円 馬 単 �� 48，700円

ワ イ ド �� 5，390円 �� 5，470円 �� 25，630円

3 連 複 ��� 217，300円 3 連 単 ��� 2，118，950円

票 数

単勝票数 計 317622 的中 � 30488（5番人気）
複勝票数 計 461777 的中 � 42122（4番人気）� 5379（13番人気）� 7549（10番人気）
枠連票数 計 100719 的中 （6－7） 691（22番人気）
馬連票数 計 414058 的中 �� 1216（57番人気）
馬単票数 計 193526 的中 �� 298（97番人気）
ワイド票数 計 412908 的中 �� 1985（42番人気）�� 1955（43番人気）�� 413（101番人気）
3連複票数 計 643237 的中 ��� 222（293番人気）
3連単票数 計 672219 的中 ��� 23（2108番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．0―12．6―12．2―12．2―12．2―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．4―48．0―1：00．2―1：12．4―1：24．6―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハクサンチコチャン �
�
父 シ ル ポ ー ト �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2019．12．21 阪神13着

2017．3．16生 牝3鹿 母 エ タ ニ テ ィ 母母 リードスキー 5戦1勝 賞金 7，170，000円
〔制裁〕 アポロリリー号の騎手柴山雄一は，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・5番・4番）

第１回 福島競馬 第５日



10051 4月25日 晴 良 （2福島1） 第5日 第3競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時50分 （ダート・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
1：43．1
1：40．9

不良
重

815 ペルルドール 牝3栗 54 坂井 瑠星寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 462－101：46．9 2．7�
47 タガノグリュック 牝3栗 54 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502＋ 41：49．0大差 2．6�
610 ミスヒアリング 牝3鹿 54 丸山 元気犬塚悠治郎氏 根本 康広 安平 追分ファーム 506± 01：49．21� 3．6�
35 バトルピアサー 牝3鹿 54 蛯名 正義�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 398－101：49．73 66．8�
23 エキストラライト 牝3栗 54

52 △団野 大成岡田 牧雄氏 高柳 大輔 新ひだか 八田ファーム 432＋101：50．23 15．8�
712 ウインアマルフィ 牝3栗 54 丹内 祐次	ウイン 大久保龍志 新冠 コスモヴューファーム 454± 01：50．41 36．7

22 エ オ ス モ ン 牝3栗 54

53 ☆西村 淳也大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458－ 2 〃 ハナ 76．6�
46 ノワールフレグラン 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介 	グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム 428－101：50．5� 21．7�
611 グレースケール 牝3芦 54

51 ▲亀田 温心橋詰 弘一氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 392－121：50．71� 50．1
59 ビビットラブ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹吉田 千津氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 502－121：50．9� 97．4�
34 ナ ン ナ 牝3芦 54

53 ☆斎藤 新	フクキタル 国枝 栄 新冠 パカパカ
ファーム B478－ 41：52．28 46．1�

713 キタサンレイワ 牝3青鹿54 �島 克駿�大野商事 小笠 倫弘 新冠 村田牧場 524＋ 21：52．41� 161．3�
11 ペイシャティフォン 牝3鹿 54 伴 啓太北所 直人氏 高橋 義博 日高 宝寄山 拓樹 480 ―1：52．61 139．0�
58 ケイティダンサー 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹瀧本 和義氏 高橋 康之 新冠 堤 牧場 450－ 4 〃 アタマ 288．0�
814 アルファレディ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大	貴悦 小西 一男 千歳 社台ファーム 466－ 41：55．3大差 214．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，765，000円 複勝： 31，926，000円 枠連： 8，033，500円
馬連： 38，716，500円 馬単： 19，543，100円 ワイド： 36，684，100円
3連複： 65，005，200円 3連単： 77，611，800円 計： 305，285，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（4－8） 310円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 180円 �� 220円 �� 190円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 1，630円

票 数

単勝票数 計 277650 的中 � 81682（2番人気）
複勝票数 計 319260 的中 � 76981（1番人気）� 74484（2番人気）� 70855（3番人気）
枠連票数 計 80335 的中 （4－8） 20054（1番人気）
馬連票数 計 387165 的中 �� 78035（1番人気）
馬単票数 計 195431 的中 �� 21154（1番人気）
ワイド票数 計 366841 的中 �� 51927（1番人気）�� 40468（3番人気）�� 48874（2番人気）
3連複票数 計 650052 的中 ��� 136295（1番人気）
3連単票数 計 776118 的中 ��� 34443（2番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．0―12．3―12．2―12．1―12．6―13．2―14．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．5―42．8―55．0―1：07．1―1：19．7―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．8
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ペルルドール �
�
父 Will Take Charge �

�
母父 Galileo デビュー 2019．9．22 阪神6着

2017．4．3生 牝3栗 母 パ ー プ ル 母母 Necklace 8戦1勝 賞金 13，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナンナ号・キタサンレイワ号・ペイシャティフォン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和2年5月25日まで平地競走に出走できない。
ケイティダンサー号・アルファレディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月

25日まで平地競走に出走できない。

10052 4月25日 晴 良 （2福島1） 第5日 第4競走 ��3，380�障害4歳以上オープン
発走11時20分（番組第5競走を順序変更） （ 芝 ）

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

11 マイネルレオーネ 牡8黒鹿60 平沢 健治 �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 408＋ 43：41．4 6．8�

814� カポラヴォーロ �5栗 60 五十嵐雄祐 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 米 Debra Ann

Shehadi 494± 03：42．78 22．5�
711 クオンタムシフト 牡4鹿 59 北沢 伸也 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 510－ 23：42．8� 6．6�
69 クリノサンスーシ 牝7鹿 58 佐久間寛志栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 456－ 83：43．11� 65．6�
46 フライクーゲル 牡4鹿 59 小野寺祐太水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 496＋ 83：43．52	 24．4	
22 ニーマルサンデー 牡6青鹿60 江田 勇亮板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 480－ 43：44．88 51．2

57 リングオブハピネス 牝7栗 58 小坂 忠士五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 466－163：45．01	 77．8�
45 トラキアンコード �8芦 60 石神 深一原 
子氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 514＋ 23：45．95 6．5�
712� サダムドミニック �6黒鹿60 森 一馬大西 定氏 平田 修 浦河 杵臼牧場 446－163：46．0クビ 40．2
813 ミュートエアー 牡7黒鹿62 草野 太郎岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 466－ 23：47．610 91．1�
33 アースドラゴン 牡4鹿 59 大江原 圭松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 484－103：47．7� 63．2�
610 ケイココサージュ 牝5芦 58 黒岩 悠 �コロンバスサークル 高柳 大輔 新ひだか 藤沢牧場 466＋ 23：53．9大差 110．2�
34 � ルグランフリソン 牡7鹿 61 白浜 雄造前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 486－ 63：55．7大差 1．6�
58 ランドハイパワー 牡7鹿 60 中村 将之木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 500＋ 4 （競走中止） 132．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，271，500円 複勝： 29，723，400円 枠連： 6，659，400円
馬連： 27，500，000円 馬単： 15，702，200円 ワイド： 26，370，900円
3連複： 50，914，900円 3連単： 61，879，200円 計： 243，021，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 220円 � 420円 � 290円 枠 連（1－8） 3，940円

馬 連 �� 4，810円 馬 単 �� 8，650円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 870円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 9，000円 3 連 単 ��� 55，720円

票 数

単勝票数 計 242715 的中 � 28261（4番人気）
複勝票数 計 297234 的中 � 38609（3番人気）� 16454（5番人気）� 27153（4番人気）
枠連票数 計 66594 的中 （1－8） 1307（12番人気）
馬連票数 計 275000 的中 �� 4425（16番人気）
馬単票数 計 157022 的中 �� 1360（25番人気）
ワイド票数 計 263709 的中 �� 4827（12番人気）�� 8063（7番人気）�� 3266（19番人気）
3連複票数 計 509149 的中 ��� 4241（25番人気）
3連単票数 計 618792 的中 ��� 805（150番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 51．6－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

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8黒鹿 母 ウェンブリー 母母 クラウンアスリート 障害：17戦2勝 賞金 53，150，000円
〔競走中止〕 ランドハイパワー号は，2号障害〔竹柵〕着地時に転倒したため競走中止。
〔その他〕 ルグランフリソン号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ルグランフリソン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年6月25日まで出走できない。
※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） 3頭 シゲルピーマン号・シゲルロウニンアジ号・マイネルヴァッサー号



10053 4月25日 晴 良 （2福島1） 第5日 第5競走 ��2，770�障害4歳以上未勝利
発走12時10分（番組第4競走を順序変更） （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード2：59．3良

11 ウインスラーヴァ 牡5鹿 60 上野 翔�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 486＋ 63：00．9 8．3�
55 マイネルサージュ 牡8鹿 60 五十嵐雄祐 �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 502＋ 23：01．21� 3．7�
44 フォイヤーヴェルク 牡7青鹿60 森 一馬 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454± 03：01．52 9．6�
78 モルゲンロート 牡7鹿 60 大江原 圭武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 478－123：02．99 1．8�
77 スズカワークシップ 牡5鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 474－ 43：07．5大差 14．9	
66 � スーパーモリオン 牡6青鹿60 西谷 誠林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 526－ 23：08．56 32．0

810 ルグランパントル 	8鹿 60 石神 深一 �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 478－ 23：08．71
 12．2�
89 � デルマエトワール 牝4芦 57 伴 啓太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 484－ 43：09．97 217．3�
22 � ア イ ア ス 	4栗 59 大庭 和弥畑 末廣郎氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 504－ 83：10．0クビ 75．7
33 サイドチェンジ 牡6黒鹿60 草野 太郎大塚 亮一氏 池上 昌和 新ひだか 平野牧場 528＋123：11．59 125．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 25，380，400円 複勝： 29，228，500円 枠連： 4，840，700円
馬連： 27，568，600円 馬単： 17，638，300円 ワイド： 24，449，000円
3連複： 43，663，500円 3連単： 80，501，900円 計： 253，270，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 220円 � 160円 � 290円 枠 連（1－5） 1，290円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 420円 �� 850円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 19，230円

票 数

単勝票数 計 253804 的中 � 24241（3番人気）
複勝票数 計 292285 的中 � 33584（3番人気）� 54293（2番人気）� 22968（5番人気）
枠連票数 計 48407 的中 （1－5） 2903（5番人気）
馬連票数 計 275686 的中 �� 15882（5番人気）
馬単票数 計 176383 的中 �� 4407（12番人気）
ワイド票数 計 244490 的中 �� 15877（4番人気）�� 7061（10番人気）�� 9973（9番人気）
3連複票数 計 436635 的中 ��� 10540（11番人気）
3連単票数 計 805019 的中 ��� 3035（63番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 51．7－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインスラーヴァ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2017．8．26 新潟4着

2015．5．28生 牡5鹿 母 グローリサンディ 母母 ダイヤターン 障害：4戦1勝 賞金 11，090，000円

10054 4月25日 晴 良 （2福島1） 第5日 第6競走 ��1，700�3歳未勝利
発走12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

23 ホッコーアカツキ 牡3鹿 56 池添 謙一北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 508－ 41：47．4 4．7�
815 マイネルイリャルギ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 492－ 41：47．5� 4．0�
22 クリノヴィンセント 牡3鹿 56

54 △団野 大成栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 新冠 つつみ牧場 470± 0 〃 クビ 2．9�
46 ベルダーイメル 牡3鹿 56 酒井 学ケーエスHD 本田 優 新冠 川島牧場 466＋181：47．6クビ 16．7�
610 フィナールショコラ 牝3黒鹿 54

53 ☆西村 淳也吉田 千津氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 418＋ 41：48．87 9．9�
611 クリノファイヤー 牝3栗 54 柴田 善臣栗本 博晴氏 本間 忍 日高 浦新 徳司 452－ 61：49．22� 67．2	
712 ファナティックエロ 牡3芦 56 丸田 恭介�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 494－ 61：50．37 34．4

814 テイエムブロッコ �3栗 56

55 ☆菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 476－221：50．72 316．0�
59 エリモグリッター �3鹿 56 �島 克駿山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 454－ 41：52．08 25．9�
58 ビクトリーシューズ 牡3芦 56 吉田 隼人呉本 昌時氏 今野 貞一 新ひだか チャンピオンズファーム 460＋ 81：52．21� 7．0
34 エイシンパレード 牡3栗 56 坂井 瑠星�栄進堂 矢作 芳人 新ひだか 築紫 洋 456 ―1：52．83� 38．6�
713 ラガートゥルーラブ 牝3栗 54

51 ▲原 優介奥村 啓二氏 池添 学 日高 山際牧場 470＋ 61：52．9� 168．4�
47 ニシノシロフネ 牡3芦 56

53 ▲亀田 温心西山 茂行氏 橋口 慎介 新ひだか 田上 徹 474－ 21：53．11� 68．4�
35 マイネルグローバル 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新ひだか 真歌田中牧場 472＋121：53．63 68．3�
11 セイショウパイロ 牡3黒鹿56 中谷 雄太岩崎 暉男氏 本間 忍 新冠 村田牧場 452－ 4 （競走中止） 246．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，316，100円 複勝： 51，822，200円 枠連： 8，870，200円
馬連： 46，071，600円 馬単： 21，602，800円 ワイド： 42，835，300円
3連複： 69，810，300円 3連単： 76，651，700円 計： 352，980，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 150円 � 130円 � 120円 枠 連（2－8） 410円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 340円 �� 270円 �� 240円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 5，090円

票 数

単勝票数 計 353161 的中 � 59457（3番人気）
複勝票数 計 518222 的中 � 75797（3番人気）� 110545（2番人気）� 119685（1番人気）
枠連票数 計 88702 的中 （2－8） 16391（1番人気）
馬連票数 計 460716 的中 �� 34489（3番人気）
馬単票数 計 216028 的中 �� 7768（6番人気）
ワイド票数 計 428353 的中 �� 29735（3番人気）�� 41399（2番人気）�� 48319（1番人気）
3連複票数 計 698103 的中 ��� 78383（1番人気）
3連単票数 計 766517 的中 ��� 10905（5番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―11．6―12．1―12．7―12．5―13．3―13．5―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．1―29．7―41．8―54．5―1：07．0―1：20．3―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホッコーアカツキ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスフライト デビュー 2019．8．11 小倉7着

2017．4．23生 牡3鹿 母 ホッコーマスタング 母母 ホッコーメモリー 6戦1勝 賞金 7，660，000円
〔競走中止〕 セイショウパイロ号は，競走中に異常歩様となったため2コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 セイショウパイロ号は，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。
〔その他〕 ニシノシロフネ号は，発走後まもなく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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンパレード号・ラガートゥルーラブ号・マイネルグローバル号は，「タイムオーバーによる出

走制限」のため，令和2年5月25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 ペイシャバイカ号・ベストレイドプラン号



10055 4月25日 晴 良 （2福島1） 第5日 第7競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・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
1：57．3
1：56．1

良
良

88 レッドルーヴル 牝4黒鹿55 荻野 極 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 458－ 62：00．8 3．9�
44 � オールステリーナ 牝5黒鹿 55

53 △団野 大成宮田 守氏 松山 将樹 日高 前野牧場 468－ 42：01．22� 11．3�
66 デサフィアンテ 牝5黒鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 504＋142：01．41 8．1�
55 エ レ ベ ル 牝4鹿 55 和田 竜二吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 410－ 4 〃 クビ 2．8�
11 ワタシヲマッテル 牝5栗 55 柴田 善臣小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 474＋ 62：01．93 34．5	
33 シルバースミス 牝4芦 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 494－ 62：02．53� 3．6

89 � フローズンナイト 牝4黒鹿 55

52 ▲原 優介ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 488－ 72：03．14 49．0�
77 ハーツフェルト 牝5栗 55

54 ☆西村 淳也林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474－ 42：03．63 34．7�
22 アリスブルー 牝4鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 浦河 大北牧場 454－ 42：04．45 13．0
（9頭）

売 得 金
単勝： 29，448，200円 複勝： 33，622，100円 枠連： 4，759，100円
馬連： 35，696，000円 馬単： 19，354，600円 ワイド： 30，735，800円
3連複： 49，006，500円 3連単： 80，535，200円 計： 283，157，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 270円 � 200円 枠 連（4－8） 2，160円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 560円 �� 480円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 20，320円

票 数

単勝票数 計 294482 的中 � 60367（3番人気）
複勝票数 計 336221 的中 � 68250（2番人気）� 27809（6番人気）� 41796（4番人気）
枠連票数 計 47591 的中 （4－8） 1700（10番人気）
馬連票数 計 356960 的中 �� 17172（6番人気）
馬単票数 計 193546 的中 �� 4184（16番人気）
ワイド票数 計 307358 的中 �� 14187（7番人気）�� 17103（6番人気）�� 5670（16番人気）
3連複票数 計 490065 的中 ��� 8559（14番人気）
3連単票数 計 805352 的中 ��� 2873（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―35．7―48．1―1：01．2―1：13．7―1：25．7―1：37．8―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1
1
3
3，7，4（2，9）5，1，8，6・（3，7，4）（2，5，9）（1，8）6

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

勝馬の
紹 介

レッドルーヴル �
�
父 レッドスパーダ �

�
母父 Darshaan デビュー 2019．4．21 京都8着

2016．3．26生 牝4黒鹿 母 ショウダウン 母母 Last Second 13戦1勝 賞金 19，519，000円

10056 4月25日 晴 良 （2福島1） 第5日 第8競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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

33 カルロスミノル 牡4栗 57
54 ▲亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B470－ 81：47．6 3．0�

811 コパノカーリング 牡4鹿 57 和田 竜二小林 祥晃氏 村山 明 新冠 有限会社 大
作ステーブル 452－121：47．92 3．9�

55 ファイナルマズル 牡4鹿 57
55 △団野 大成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 41：48．21� 4．3�
22 メイショウロサン 牡4黒鹿57 菱田 裕二松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 486－ 21：48．3� 18．8�
67 ゴールドパッション 牡5栗 57 柴山 雄一居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 520－ 61：48．4� 28．3�
810 ブルベアパンサー 牡6栗 57 �島 克駿 �ブルアンドベア 石坂 公一 新ひだか 三石川上牧場 480－16 〃 クビ 15．5	
44 グッドヘルスバイオ 牡4芦 57

56 ☆西村 淳也バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 472＋ 61：48．5クビ 7．0

78 タニノシェクハンド 牡4栗 57 坂井 瑠星谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 490＋ 81：49．03 10．0�
66 ボンドロール 牝4鹿 55

54 ☆菊沢 一樹ディアレストクラブ� 矢野 英一 浦河 不二牧場 446－ 21：49．85 65．0�
79 	 アールグランツ 牡4黒鹿 57

55 △菅原 明良前原 敏行氏 鈴木 伸尋 登別 ユートピア牧場 472± 01：50．01
 66．7
11 	 コ ン シ ー ド �4栗 57 丹内 祐次河村 祥史氏 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 B462± 01：51．7大差 79．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，107，600円 複勝： 37，520，900円 枠連： 5，981，200円
馬連： 37，015，500円 馬単： 18，291，200円 ワイド： 33，431，300円
3連複： 51，025，400円 3連単： 69，466，400円 計： 279，839，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 140円 � 140円 枠 連（3－8） 550円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 250円 �� 250円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 3，970円

票 数

単勝票数 計 271076 的中 � 71271（1番人気）
複勝票数 計 375209 的中 � 90443（1番人気）� 64972（3番人気）� 66773（2番人気）
枠連票数 計 59812 的中 （3－8） 8347（1番人気）
馬連票数 計 370155 的中 �� 50388（1番人気）
馬単票数 計 182912 的中 �� 11785（1番人気）
ワイド票数 計 334313 的中 �� 35858（1番人気）�� 35217（2番人気）�� 21531（4番人気）
3連複票数 計 510254 的中 ��� 37336（1番人気）
3連単票数 計 694664 的中 ��� 12660（1番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．8―30．8―43．8―57．0―1：09．7―1：22．3―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．9
1
3
2，10（4，6）5（11，3，9）－1－7，8
2（10，6，3）（4，5，1）（11，9）－（7，8）

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

勝馬の
紹 介

カルロスミノル �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．8．25 札幌3着

2016．6．10生 牡4栗 母 プリンセスカナ 母母 ヒカルトクタイセイ 16戦2勝 賞金 27，870，000円



10057 4月25日 晴 良 （2福島1） 第5日 第9競走 ��
��1，200�4歳以上1勝クラス

発走14時15分 （500万円以下） （芝・右）
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
1：07．0
1：06．5

良
良

815 アスタービーナス 牝5鹿 55
53 △団野 大成加藤 久枝氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 408＋ 61：09．4 8．1�

12 フクノナルボンヌ 牝4栗 55 勝浦 正樹福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社
ケイズ 506－ 21：09．82� 7．5�

714 ヴァルドワーズ 牝4栗 55 池添 謙一 �シルクレーシング 和田正一郎 洞	湖 レイクヴィラファーム 458－ 61：09．9� 4．3�
816
 サンドスピーダー 牡5鹿 57 荻野 極�辻牧場 和田 勇介 浦河 辻 牧場 464＋ 41：10．0� 33．9�
59 
 プラチナポセイドン 牡4芦 57 丸山 元気�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 クビ 3．8	
713 グットクルサマー �5栗 57

55 △木幡 育也ニューマレコード� 小桧山 悟 千歳 社台ファーム 468－ 41：10．32 23．8

48 ストラトスフィア 牝4鹿 55 和田 竜二�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 466－ 21：10．4� 12．7�
612
 ストームウォリアー �4黒鹿57 杉原 誠人伊東 純一氏 中川 公成 新ひだか 元道牧場 478－10 〃 ハナ 71．8�
611 ブルーアガヴェ 牡4黒鹿57 柴田 善臣金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 新冠 パカパカ
ファーム 456－ 6 〃 ハナ 31．9

24 ラフェリシテ 牝4鹿 55
54 ☆西村 淳也 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 418－ 81：10．5 9．3�

36 ドゥモワゼル 牝6鹿 55
54 ☆菊沢 一樹小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 462± 0 〃 アタマ 74．0�

35 �
 ストームハート 牝4黒鹿55 吉田 隼人広尾レース� 野中 賢二 米 Pomerol P
& Y Ltd 484－101：10．6クビ 12．3�

23 リリカルドリーム 牝5黒鹿55 坂井 瑠星水上 行雄氏 土田 稔 浦河 笠松牧場 B432－ 21：10．81� 85．2�
11 � ジャスパーエイト 牡5栗 57

55 ◇藤田菜七子加藤 和夫氏 森 秀行 米
Kirt Cahill, Sarah
Cahill & Shackle-
ford Syndicate

496－ 61：11．22� 16．3�
510 イッツマイターン 牡5鹿 57

56 ☆斎藤 新岡田 牧雄氏 天間 昭一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 510－181：11．41� 112．3�

47 �
 ボスキャットグレイ 牡7芦 57 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 米 Dr. Jerry Bilinski
& Harry Patten B480＋101：11．82� 36．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，647，600円 複勝： 49，808，300円 枠連： 11，087，200円
馬連： 54，766，100円 馬単： 21，051，700円 ワイド： 51，627，600円
3連複： 91，266，800円 3連単： 86，500，700円 計： 399，756，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 240円 � 190円 � 160円 枠 連（1－8） 1，690円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 5，390円

ワ イ ド �� 830円 �� 610円 �� 660円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 28，130円

票 数

単勝票数 計 336476 的中 � 32895（4番人気）
複勝票数 計 498083 的中 � 46993（4番人気）� 68827（3番人気）� 91805（1番人気）
枠連票数 計 110872 的中 （1－8） 5083（6番人気）
馬連票数 計 547661 的中 �� 15750（8番人気）
馬単票数 計 210517 的中 �� 2929（14番人気）
ワイド票数 計 516276 的中 �� 15542（7番人気）�� 22181（4番人気）�� 20089（5番人気）
3連複票数 計 912668 的中 ��� 15486（6番人気）
3連単票数 計 865007 的中 ��� 2229（39番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．2―11．8―11．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．2―46．0―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスタービーナス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Footstepsinthesand デビュー 2017．12．3 中京3着

2015．2．16生 牝5鹿 母 ベアフットレディ 母母 Lady Angharad 23戦2勝 賞金 35，921，000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 サウンドオブビット号
（非抽選馬） 1頭 マイネルパッセ号

10058 4月25日 晴 良 （2福島1） 第5日 第10競走 ��1，700�
お ぜ

尾 瀬 特 別
発走14時50分 （ダート・右）

牝，4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，55�
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

610 スマートランウェイ 牝4芦 55 秋山真一郎大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 杵臼牧場 494－ 41：47．8 4．0�
47 � リーピングリーズン 牝4青鹿55 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 488－ 21：48．01� 18．3�

23 シネマソングス 牝5黒鹿55 吉田 隼人 �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社
吉田ファーム 426± 01：48．1� 16．3�

712 テ オ レ ー マ 牝4鹿 55 斎藤 新水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 464－ 61：48．2� 12．0�
11 タイトロープウィン 牝4栗 55 西田雄一郎浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 436＋ 81：48．41� 43．6�
59 ベ イ コ ー ト 牝4鹿 55 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 508＋ 81：48．61� 6．3	
46 ティボリドライヴ 牝4栗 55 菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 466－ 41：48．7� 13．2

35 ミラクルブラッド 牝5鹿 55 亀田 温心芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B450－ 61：48．8クビ 25．2�
58 ロジシルキー 牝4黒鹿55 和田 竜二久米田正明氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 548± 01：48．9� 3．1�
611 アスターストーリー 牝6鹿 55 荻野 極加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 452－ 41：49．0	 95．3
34 アポロマーキュリー 牝6栗 55 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 三輪 幸子 472＋ 21：49．1� 40．5�
814 ア リ ア 牝5栗 55 柴山 雄一樋口 稔氏 武 幸四郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 81：49．42 19．8�
22 アマリリステソーロ 牝4青 55 
島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 高橋 康之 新ひだか 幌村牧場 434＋ 61：49．5� 68．5�
815 ファステンバーグ 牝5青鹿55 勝浦 正樹上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 454－ 61：50．03 59．9�
713� アイコニック 牝4鹿 55 藤田菜七子合同会社雅苑興業 稲垣 幸雄 浦河 三嶋牧場 438－ 61：51．17 13．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，667，400円 複勝： 56，789，300円 枠連： 16，779，600円
馬連： 74，024，500円 馬単： 28，687，000円 ワイド： 63，805，300円
3連複： 117，168，800円 3連単： 118，355，900円 計： 515，277，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 200円 � 460円 � 370円 枠 連（4－6） 1，480円

馬 連 �� 3，640円 馬 単 �� 5，330円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 1，940円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 17，690円 3 連 単 ��� 67，080円

票 数

単勝票数 計 396674 的中 � 78263（2番人気）
複勝票数 計 567893 的中 � 89180（2番人気）� 28842（8番人気）� 36821（6番人気）
枠連票数 計 167796 的中 （4－6） 8764（7番人気）
馬連票数 計 740245 的中 �� 15730（13番人気）
馬単票数 計 286870 的中 �� 4030（18番人気）
ワイド票数 計 638053 的中 �� 11912（14番人気）�� 8477（25番人気）�� 4651（44番人気）
3連複票数 計1171688 的中 ��� 4967（62番人気）
3連単票数 計1183559 的中 ��� 1279（216番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．7―13．1―13．2―13．0―13．0―12．8―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．6―42．7―55．9―1：08．9―1：21．9―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F38．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

スマートランウェイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．6．9 阪神3着

2016．3．22生 牝4芦 母 スマートパルス 母母 ファッションショー 5戦3勝 賞金 29，236，000円
※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） 2頭 フワトロ号・レトロフィット号
（非抽選馬） 4頭 デルマカシャーサ号・トロハ号・モリトシラユリ号・モンオール号



10059 4月25日 晴 良 （2福島1） 第5日 第11競走 ��
��1，800�第17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 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．9

良
良

714 フェアリーポルカ 牝4鹿 54 和田 竜二山本 剛士氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 492－ 41：46．8 5．4�
35 リープフラウミルヒ 牝5黒鹿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 424± 01：46．9	 84．5�
816
 ラ ン ド ネ 牝5鹿 54 西村 淳也合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm 522＋ 41：47．11� 114．3�

36 カリビアンゴールド 牝6黒鹿54 秋山真一郎ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 478± 0 〃 ハナ 16．1�

23 サ ラ キ ア 牝5鹿 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 460＋121：47．2	 6．4	
59 レッドアネモス 牝4鹿 54 酒井 学 �東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 460－141：47．4	 23．2

12 フィリアプーラ 牝4鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 452－ 61：47．61� 17．1�
713 リュヌルージュ 牝5鹿 54 団野 大成窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 470± 01：47．81� 19．6�
47 マルシュロレーヌ 牝4鹿 54 坂井 瑠星 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 452－ 8 〃 クビ 20．4
510 ハーレムライン 牝5鹿 54 柴山 雄一吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 460－161：47．9 122．7�
24 アロハリリー 牝5青鹿54 中谷 雄太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464± 01：48．0	 61．3�
11 エスポワール 牝4栗 54 池添 謙一近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 474－12 〃 クビ 2．8�
611 デンコウアンジュ 牝7黒鹿55 柴田 善臣田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 460－ 21：48．21� 5．0�
815 ショウナンバビアナ 牝4青鹿54 �島 克駿国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 464－12 〃 ハナ 59．5�
48 ダノングレース 牝5鹿 54 斎藤 新�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 422－ 81：48．62 36．3�
612 モルフェオルフェ 牝5鹿 54 木幡 育也並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 444－ 61：49．77 109．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 156，583，500円 複勝： 242，109，300円 枠連： 69，082，700円
馬連： 457，097，300円 馬単： 150，364，200円 ワイド： 333，447，900円
3連複： 946，155，900円 3連単： 948，906，800円 計： 3，303，747，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 270円 � 1，430円 � 2，940円 枠 連（3－7） 2，700円

馬 連 �� 21，670円 馬 単 �� 30，050円

ワ イ ド �� 5，250円 �� 9，710円 �� 48，650円

3 連 複 ��� 641，600円 3 連 単 ��� 2，278，000円

票 数

単勝票数 計1565835 的中 � 231822（3番人気）
複勝票数 計2421093 的中 � 280893（4番人気）� 40890（12番人気）� 19369（16番人気）
枠連票数 計 690827 的中 （3－7） 19780（11番人気）
馬連票数 計4570973 的中 �� 16341（50番人気）
馬単票数 計1503642 的中 �� 3752（82番人気）
ワイド票数 計3334479 的中 �� 16499（53番人気）�� 8869（68番人気）�� 1759（117番人気）
3連複票数 計9461559 的中 ��� 1106（441番人気）
3連単票数 計9489068 的中 ��� 302（2130番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．7―12．6―12．2―11．8―11．9―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．1―34．8―47．4―59．6―1：11．4―1：23．3―1：35．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フェアリーポルカ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．12．28 阪神1着

2016．2．25生 牝4鹿 母 フェアリーダンス 母母 フェアリードール 10戦4勝 賞金 122，168，000円
〔発走状況〕 ランドネ号は，馬場入場時に四肢落鉄。発走時刻15分遅延。
※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。
（非抽選馬） 4頭 アストラサンタン号・シャンティローザ号・ナルハヤ号・ファストライフ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりフェアリーポルカ号は，ヴィクトリアマイル（GⅠ）競走に優先出走できる。

10060 4月25日 晴 良 （2福島1） 第5日 第12競走 ��
��2，000�エールステークス

発走16時00分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，
牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

33 ヴァンケドミンゴ 牡4鹿 57 酒井 学幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 464－ 21：59．9 5．5�
57 � バ リ ン グ ラ 	6鹿 57 秋山真一郎 �キャロットファーム 堀 宣行 愛 Barron-

stown Stud B536－ 82：00．22 10．6�
710 ネイビーブルー 牡7鹿 57 菅原 明良青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 510－ 42：00．41
 98．1�
69 マイネルカレッツァ 牡8黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 日高 白井牧場 504－142：00．71� 55．4�
56 シャンティローザ 牝6青鹿55 �島 克駿ホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 クビ 55．6	
711 ハ ウ エ バ ー 牡6栗 57 坂井 瑠星古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 432＋ 8 〃 ハナ 48．5

45 マイネルラフレシア 牡7栗 57 黛 弘人 �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 476＋ 22：00．8 43．5�
68 イノセントミューズ 牝4鹿 55 西村 淳也 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 482＋ 2 〃 ハナ 16．3�
812 サトノエルドール 牡4鹿 57 和田 竜二 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 468－ 2 〃 ハナ 2．4
44 ウインガナドル 牡6黒鹿57 吉田 隼人�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 460－102：01．0� 5．5�
22 ナ ル ハ ヤ 牝6黒鹿55 藤田菜七子陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 498－ 22：01．42 6．5�
11 マイネルキラメキ 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 434± 0 〃 クビ 28．2�
813 ルナーランダー 牡7栗 57 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 42：01．93 22．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 69，113，800円 複勝： 85，868，000円 枠連： 19，695，300円
馬連： 105，837，100円 馬単： 47，830，800円 ワイド： 93，491，000円
3連複： 171，607，800円 3連単： 203，228，700円 計： 796，672，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 220円 � 350円 � 2，440円 枠 連（3－5） 2，060円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 760円 �� 7，250円 �� 10，730円

3 連 複 ��� 53，000円 3 連 単 ��� 222，230円

票 数

単勝票数 計 691138 的中 � 100118（2番人気）
複勝票数 計 858680 的中 � 120505（2番人気）� 63600（5番人気）� 7507（13番人気）
枠連票数 計 196953 的中 （3－5） 7393（8番人気）
馬連票数 計1058371 的中 �� 34665（9番人気）
馬単票数 計 478308 的中 �� 9373（14番人気）
ワイド票数 計 934910 的中 �� 33883（8番人気）�� 3225（57番人気）�� 2170（69番人気）
3連複票数 計1716078 的中 ��� 2428（134番人気）
3連単票数 計2032287 的中 ��� 663（564番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．5―11．8―12．7―12．6―12．3―12．0―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．4―47．2―59．9―1：12．5―1：24．8―1：36．8―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァンケドミンゴ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．20 東京4着

2016．4．6生 牡4鹿 母 アンフィルージュ 母母 ウメノファイバー 16戦4勝 賞金 59，789，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時05分に変更。
※シャンティローザ号・ナルハヤ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



特 記 事 項
第1回福島競馬第5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。

（2福島1）第5日 4月25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 166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

257，760，000円
5，620，000円
20，160，000円
1，740，000円
29，990，000円
69，072，500円
6，253，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
529，001，900円
752，329，100円
175，902，900円
999，819，600円
408，120，300円
828，568，500円
1，814，428，800円
1，974，109，700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 7，482，280，800円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）
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