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10001 4月16日 小雨 重 （4福島1） 第1日 第1競走 1，700�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

611 クロンヌドラレーヌ 牝3鹿 54
53 ☆秋山 稔樹ライオンレースホース� 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 424± 01：45．4 5．7�

815 エ レ ア イ ム 牝3青鹿54 西村 淳也 �サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：45．93 3．9�
610 ウ ォ ー ク ル 牝3栗 54

51 ▲鷲頭 虎太門野 重雄氏 大和田 成 日高 奥山 博 416＋ 41：46．0� 210．1�
11 アスタラグローリア 牝3芦 54

51 ▲角田 大和 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 新冠 ハクレイファーム 420－ 41：46．31� 15．2�

58 ネイキッドハート 牝3青鹿 54
53 ☆亀田 温心スリースターズレーシング 辻 哲英 新ひだか 平野牧場 422－14 〃 アタマ 25．4	

713 スマートグランデ 牝3鹿 54
52 △松本 大輝大川 徹氏 石坂 公一 新ひだか 静内山田牧場 482－ 2 〃 ハナ 3．9


814 ト レ ー ネ 牝3青鹿54 藤井勘一郎永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 浦河 赤田牧場 462－ 81：46．4クビ 132．3�
47 ビタースマイル 牝3栗 54 丹内 祐次�桜井牧場 相沢 郁 新ひだか 桜井牧場 430－22 〃 アタマ 21．3�
712 スカイシャイン 牝3栗 54

51 ▲西塚 洸二小島 俊治氏 栗田 徹 浦河 辻 牧場 440＋ 41：46．82� 234．4
22 シエラメンテ 牝3鹿 54 斎藤 新木部 厳生氏 浜田多実雄 日高 木部ファーム 476－141：46．9クビ 39．8�
46 エスピリバイオ 牝3芦 54 荻野 極バイオ� 今野 貞一 平取 坂東牧場 480＋ 61：47．43 3．8�
35 ヴィクトリアタワー 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 454 ―1：48．25 55．5�
59 ノーブルオーキッド 牝3鹿 54 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 中川 公成 新冠 イワミ牧場 452－141：48．41� 12．6�
34 ウォーターメーヴェ 牝3栗 54 菱田 裕二山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 502－ 41：48．61� 59．5�
23 セイカノータ 牝3黒鹿54 柴山 雄一久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 438－ 81：53．8大差 350．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，243，200円 複勝： 33，736，600円 枠連： 8，910，600円
馬連： 40，140，100円 馬単： 18，316，100円 ワイド： 38，863，000円
3連複： 64，916，000円 3連単： 63，148，000円 計： 291，273，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 250円 � 160円 � 3，170円 枠 連（6－8） 1，200円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 570円 �� 17，150円 �� 10，670円

3 連 複 ��� 79，030円 3 連 単 ��� 354，900円

票 数

単勝票数 計 232432 的中 � 32406（4番人気）
複勝票数 計 337366 的中 � 34378（4番人気）� 71226（1番人気）� 1978（13番人気）
枠連票数 計 89106 的中 （6－8） 5722（5番人気）
馬連票数 計 401401 的中 �� 23546（4番人気）
馬単票数 計 183161 的中 �� 4263（11番人気）
ワイド票数 計 388630 的中 �� 18959（4番人気）�� 557（67番人気）�� 898（57番人気）
3連複票数 計 649160 的中 ��� 616（145番人気）
3連単票数 計 631480 的中 ��� 129（709番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．5―42．2―54．8―1：07．0―1：19．3―1：31．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クロンヌドラレーヌ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．10．10 新潟11着

2019．5．10生 牝3鹿 母 クラウンプリンセス 母母 クラウンピース 5戦1勝 賞金 7，280，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイカノータ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月16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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グレースブロード号
（非抽選馬） 3頭 スマイルサキ号・ナチュラルポーズ号・マリノヴィーナス号

10002 4月16日 曇 稍重 （4福島1） 第1日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時15分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．0

良
良

35 ダテボレアス 牡3鹿 56
53 ▲原 優介渡邉 直樹氏 西園 正都 浦河 川越ファーム 488± 01：10．3 2．2�

11 ソングフォーユー 牝3鹿 54 西村 淳也三田 昌宏氏 森田 直行 平取 高橋 啓 B434－ 81：10．72� 2．7�
24 メロンチャン 牝3黒鹿54 黛 弘人�ミルファーム 大和田 成 新ひだか 小倉 光博 B468－141：10．8クビ 86．2�
48 グランプレジール 牡3栗 56

53 ▲佐々木大輔 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 524＋ 21：11．65 6．4�
47 ハッピーノリクン 牡3栗 56 菊沢 一樹足立 範子氏 鈴木 伸尋 新ひだか タイヘイ牧場 B430－ 41：11．91� 26．4�
611 シ ゲ ル ボ ス �3鹿 56

53 ▲小林 脩斗森中 蕃氏 小島 茂之 様似 中村 俊紀 B464－ 81：12．11� 156．4	
12 サ ラ ー ラ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 392－ 61：12．2� 228．6

23 パ ナ シ ュ 牡3黒鹿56 嶋田 純次�ミルファーム 中野 栄治 浦河 富塚ファーム 424－ 8 〃 アタマ 479．7�
59 テ ン シ 牝3黒鹿54 木幡 初也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 404－141：12．4� 31．8
510 シークレットグロウ 牡3鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新冠 村上 進治 446 ―1：13．14 88．6�
815 シェリーココ 牝3芦 54

51 ▲鷲頭 虎太小林竜太郎氏 佐々木晶三 新冠 須崎牧場 420 ―1：13．2� 236．7�
36 ライトモティーフ 牡3黒鹿56 斎藤 新水上 行雄氏 萩原 清 浦河 笠松牧場 436± 01：13．41� 8．6�
714 アクアポリン 牝3鹿 54 木幡 育也谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 432－161：13．5� 520．5�
713 ナムラミニー 牝3鹿 54

52 △松本 大輝奈村 睦弘氏 吉村 圭司 日高 いとう牧場 404± 01：13．6� 165．4�
612 マ ヤ マ ヤ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子瀬谷 �雄氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム 426－ 21：13．91� 84．3�
816 タ ケ オ 牡3黒鹿 56

55 ☆秋山 稔樹八嶋 長久氏 本間 忍 新ひだか 漆原 武男 480＋30 〃 クビ 30．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，865，700円 複勝： 31，238，400円 枠連： 9，107，200円
馬連： 34，691，500円 馬単： 17，763，600円 ワイド： 33，268，900円
3連複： 55，783，200円 3連単： 66，122，600円 計： 277，841，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 130円 � 740円 枠 連（1－3） 290円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，560円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 11，950円

票 数

単勝票数 計 298657 的中 � 108239（1番人気）
複勝票数 計 312384 的中 � 106767（1番人気）� 67640（2番人気）� 5320（10番人気）
枠連票数 計 91072 的中 （1－3） 23817（1番人気）
馬連票数 計 346915 的中 �� 90003（1番人気）
馬単票数 計 177636 的中 �� 27442（1番人気）
ワイド票数 計 332689 的中 �� 62308（1番人気）�� 4572（14番人気）�� 2975（24番人気）
3連複票数 計 557832 的中 ��� 9905（9番人気）
3連単票数 計 661226 的中 ��� 4010（28番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．1―12．0―11．6―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダテボレアス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．8．29 小倉2着

2019．4．20生 牡3鹿 母 ハ ン ナ リ ト 母母 イシノアパトゥーラ 6戦1勝 賞金 12，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライトモティーフ号・ナムラミニー号・マヤマヤ号・タケオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和4年5月16日まで平地競走に出走できない。
アクアポリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月16日まで平地競走に
出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウインオリハルコン号
（非抽選馬） 4頭 ヴァルサーガ号・ザナイトカフェ号・ラミアヴィータ号・リゾルテッツァ号

第１回 福島競馬 第１日



10003 4月16日 曇 重 （4福島1） 第1日 第3競走 1，150�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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．1
1：06．1

不良
不良

611 ドクターマンボウ 牡3栗 56
53 ▲横山 琉人谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 450－ 41：07．7 6．2�

24 ア イ ア コ ス 牡3栗 56
52 ★永島まなみ尾上 寿夫氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 460± 01：08．02 8．8�

510 カ ル ド 牡3鹿 56
55 ☆秋山 稔樹山口 敦広氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 450＋ 4 〃 ハナ 4．0�

48 オーブラック 牡3青鹿56 丹内 祐次加藤 徹氏 青木 孝文 新ひだか 本桐牧場 B482－ 41：08．1クビ 2．0�
59 トーアレインボー 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 488＋ 61：08．2� 110．5�
815 ソールズベリー 牝3青鹿 54

51 ▲佐々木大輔下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター B458＋ 81：08．3� 52．5	

714 ラ ー ジ ベ ル 牝3鹿 54
51 ▲原 優介
リーヴァ 松永 康利 日高 本間牧場 456－ 81：08．61� 37．5�

713 レッドコーラル 牝3栗 54
52 △松本 大輝田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 444－ 21：08．81� 29．9�

35 マサノカヴァリエ 牡3鹿 56
53 ▲角田 大和中村 時子氏 小笠 倫弘 新冠 有限会社 大

作ステーブル 480± 01：09．12 9．0
47 プレミアムベリー 牝3鹿 54 丸山 元気 �京都ホースレーシング 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 440 ― 〃 ハナ 44．5�
612 コールドブリュー 牡3芦 56 藤井勘一郎
ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 466 ―1：09．42 339．3�
36 オクトパシー 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 410－ 81：09．61� 196．5�
11 ガンスリンガー 牡3栗 56

54 △山田 敬士西森 功氏 深山 雅史 浦河 山春牧場 502 ― 〃 ハナ 243．3�
23 フ ル ゴ ル 牝3黒鹿54 田中 勝春
三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 408± 01：09．7� 187．4�
816 ライセンストゥキル 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗田記 正規氏 小島 茂之 日高 大矢牧場 464＋121：10．01� 193．4�
12 エイチエヌゼゼ 牡3鹿 56 菊沢 一樹鳴田 啓志氏 石栗 龍彦 新冠 大狩部牧場 488 ―1：12．5大差 343．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，952，800円 複勝： 44，534，300円 枠連： 7，464，700円
馬連： 34，080，200円 馬単： 19，692，400円 ワイド： 36，830，300円
3連複： 56，269，200円 3連単： 69，872，100円 計： 296，696，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 230円 � 270円 � 200円 枠 連（2－6） 2，470円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 6，370円

ワ イ ド �� 940円 �� 650円 �� 660円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 26，010円

票 数

単勝票数 計 279528 的中 � 35949（3番人気）
複勝票数 計 445343 的中 � 51370（3番人気）� 39386（5番人気）� 63795（2番人気）
枠連票数 計 74647 的中 （2－6） 2340（10番人気）
馬連票数 計 340802 的中 �� 9191（12番人気）
馬単票数 計 196924 的中 �� 2315（23番人気）
ワイド票数 計 368303 的中 �� 9771（11番人気）�� 14766（5番人気）�� 14521（6番人気）
3連複票数 計 562692 的中 ��� 9689（13番人気）
3連単票数 計 698721 的中 ��� 1947（80番人気）

ハロンタイム 9．4―10．8―11．0―11．6―12．1―12．8

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．2―31．2―42．8―54．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドクターマンボウ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Siyouni デビュー 2021．11．20 阪神5着

2019．5．7生 牡3栗 母 レディシビル 母母 Arsila 5戦1勝 賞金 9，010，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイチエヌゼゼ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月16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 サウンドヴァージル号・ブルーノート号・マーブルケイケー号

10004 4月16日 曇 稍重 （4福島1） 第1日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時15分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

48 エリオトローピオ 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 402－ 22：02．1 8．9�

59 ララヴォルシエル 牡3鹿 56 菱田 裕二フジイ興産� 辻野 泰之 新ひだか 土田農場 434－ 22：02．41� 2．9�
（法942）

36 ヴァンシャンテ 牝3青鹿 54
51 ▲小林 脩斗河野 勇樹氏 武井 亮 新ひだか 斉藤スタッド 426＋ 22：02．5� 52．5�

35 モンサンプリーモ 牝3青 54
52 △松本 大輝山下 新一氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 480－ 42：02．71� 4．4�

23 エコルフリューゲル 牝3栗 54 勝浦 正樹鈴木 昌樹氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 460＋142：02．91� 10．9�
24 サンセットクラウド 牡3芦 56

55 ☆亀田 温心前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 442± 02：03．32� 5．6	

11 ベガエクスプレス 牝3黒鹿54 中井 裕二 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 422－ 22：03．93� 29．8

612 ソ メ ッ ト 牝3鹿 54 斎藤 新 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 406＋ 42：04．32� 114．8�
12 ソ ラ ネ ル 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大和 �シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 384－102：04．83� 99．9
815 ガ ス ト ン �3黒鹿 56

55 ☆泉谷 楓真吉田 和美氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 450＋ 22：05．43� 171．3�
714 ヒドゥンキング 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人髙橋 貴士氏 伊藤 大士 新ひだか 松田牧場 450－ 22：06．46 17．3�
713 ダイリュウブラック 牡3鹿 56 荻野 琢真大野 龍氏 梅田 智之 新ひだか カタオカステーブル 444± 02：07．35 11．0�
816 フラワリング 牝3青鹿54 丸山 元気 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474 ―2：07．93� 14．3�
611 タツセイリュウ 牡3栗 56 藤井勘一郎鈴木 髙幸氏 	島 一歩 新冠 川上牧場 474＋ 6 〃 ハナ 419．5�
47 レ ヴ ォ ル ト 牡3黒鹿56 武藤 雅�ターフ・スポート青木 孝文 新ひだか 坂本 智広 B496＋ 62：08．0� 164．4�
510 トルーマンテソーロ 牡3栗 56

55 ☆秋山 稔樹了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 日高 日高大洋牧場 516－ 22：09．06 183．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，424，200円 複勝： 43，170，100円 枠連： 10，232，500円
馬連： 43，954，200円 馬単： 17，306，200円 ワイド： 41，570，800円
3連複： 64，102，900円 3連単： 64，250，300円 計： 313，011，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 210円 � 150円 � 790円 枠 連（4－5） 1，460円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 480円 �� 4，200円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 18，310円 3 連 単 ��� 89，230円

票 数

単勝票数 計 284242 的中 � 25478（4番人気）
複勝票数 計 431701 的中 � 52380（4番人気）� 96774（1番人気）� 10155（10番人気）
枠連票数 計 102325 的中 （4－5） 5399（6番人気）
馬連票数 計 439542 的中 �� 26054（4番人気）
馬単票数 計 173062 的中 �� 4122（12番人気）
ワイド票数 計 415708 的中 �� 24102（3番人気）�� 2407（37番人気）�� 4351（30番人気）
3連複票数 計 641029 的中 ��� 2625（61番人気）
3連単票数 計 642503 的中 ��� 522（298番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．5―35．0―47．9―1：00．6―1：13．0―1：25．0―1：37．3―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エリオトローピオ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 Jade Robbery デビュー 2021．9．26 中山4着

2019．5．18生 牝3栗 母 マイネジャーダ 母母 テクラヤティ 5戦1勝 賞金 8，380，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイリュウブラック号・フラワリング号・レヴォルト号・トルーマンテソーロ号は，「タイムオーバーに

よる出走制限」のため，令和4年5月16日まで平地競走に出走できない。
タツセイリュウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月16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 エンドロール号・シゲルローズマリー号



10005 4月16日 曇 稍重 （4福島1） 第1日 第5競走 1，200�3歳未勝利
発走12時05分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．0

良
良

611 ミズノコキュウ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 浦河 梅田牧場 398－ 61：11．6 3．6�

510 メ ル ヴ ィ ル 牝3鹿 54
52 △松本 大輝 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B428－ 41：11．81� 2．4�

24 ジーツーガッキー 牝3鹿 54
52 ◇藤田菜七子幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 500 ―1：12．01 4．0�

816 ジェネラルウィル 牝3栗 54 荻野 極 �キャロットファーム 林 徹 安平 ノーザンファーム 464＋141：12．42� 10．1�
35 フウゲツムヘン 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �YGGホースクラブ 新開 幸一 新冠 川上牧場 424－121：12．5� 15．3	
612 イデアファイブ 牝3鹿 54 黛 弘人益田 修一氏 本間 忍 浦河 市正牧場 422－201：12．71� 108．5

12 ハーランズセンス 牝3鹿 54 斎藤 新林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 410－ 81：12．8� 26．9�
47 アメトリンルナ 牝3栗 54

50 ★永島まなみライオンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 秋場牧場 424－101：12．9アタマ 19．9�
59 キープオンラビン 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心髙嶋 航氏 栗田 徹 浦河 有限会社
吉田ファーム 426＋ 21：13．01 125．7

48 トーホウクリスタル 牝3青鹿54 藤井勘一郎東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 488＋18 〃 ハナ 74．0�
23 ライチトゥーム 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介�谷岡牧場 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 408± 01：13．1クビ 326．4�
713 ナウヴィクトリア 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大和 �グリーンファーム高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 390 ― 〃 クビ 126．6�
714 ダイユウバルキリー 牝3鹿 54

52 △山田 敬士大友 靖岐氏 松永 康利 新ひだか タイヘイ牧場 368 ―1：13．42 193．2�
36 レディーガーネット 牝3鹿 54 丸山 元気山本 剛士氏 宮田 敬介 新冠 新冠橋本牧場 438 ―1：13．6� 65．6�
815 ヴェルーリヤ 牝3青鹿54 武藤 雅 �ローレルレーシング 尾関 知人 新冠 松浦牧場 418－ 81：13．92 180．0�
11 バイオレットスター 牝3栗 54

51 ▲佐々木大輔井山 登氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 418 ―1：14．11� 134．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，483，000円 複勝： 37，308，900円 枠連： 8，610，400円
馬連： 40，121，000円 馬単： 19，857，500円 ワイド： 41，527，000円
3連複： 62，258，600円 3連単： 72，646，500円 計： 314，812，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 110円 � 140円 枠 連（5－6） 460円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 190円 �� 340円 �� 290円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 4，360円

票 数

単勝票数 計 324830 的中 � 70554（2番人気）
複勝票数 計 373089 的中 � 69767（2番人気）� 118362（1番人気）� 55720（3番人気）
枠連票数 計 86104 的中 （5－6） 14359（1番人気）
馬連票数 計 401210 的中 �� 70407（1番人気）
馬単票数 計 198575 的中 �� 14842（2番人気）
ワイド票数 計 415270 的中 �� 64495（1番人気）�� 27988（3番人気）�� 34086（2番人気）
3連複票数 計 622586 的中 ��� 66596（1番人気）
3連単票数 計 726465 的中 ��� 12078（6番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．3―12．2―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．2―46．4―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミズノコキュウ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2021．8．29 新潟3着

2019．5．7生 牝3鹿 母 トラストフェアリー 母母 ア ブ ラ シ オ 10戦1勝 賞金 12，470，000円
〔制裁〕 メルヴィル号の騎手松本大輝は，3コーナー通過後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・16番・13

番・9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 インペリアス号・ニューノーマル号・ミスピュアハート号・ラブティー号
（非抽選馬） 4頭 オウケンミッキー号・カナリコッタゲーム号・キタノルシファ号・ナザレ号

10006 4月16日 曇 稍重 （4福島1） 第1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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．8

良
良

23 バルタザール 牡3鹿 56 西村 淳也�LEVEL－K 茶木 太樹 浦河 ディアレスト
クラブ 484－ 61：50．1 2．5�

713 ゼンノテンバ 牝3栗 54
51 ▲原 優介大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 432＋ 21：50．73� 3．2�

816 ジョーカーブラウン 牡3鹿 56
55 ☆秋山 稔樹プレミアムレースホース 松山 将樹 浦河 栄進牧場 516± 01：51．12� 10．3�

59 タイセイエール 牝3鹿 54
51 ▲小林 脩斗田中 成奉氏 池上 昌和 浦河 高昭牧場 436－161：51．2クビ 49．5�

612 タイキフリード 牡3黒鹿 56
53 ▲角田 大和�大樹ファーム 橋田 満 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 454－12 〃 アタマ 82．9	
24 モ ル レ ー 牝3鹿 54 斎藤 新 �シルクレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 426－101：51．52 7．1

611 リヤンソウル 牝3黒鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太岡本 真二氏 佐々木晶三 浦河 日進牧場 444± 01：51．6� 247．5�
12 メイショウフィガロ 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 448＋101：51．7アタマ 7．9
11 プラウドオブユー 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 前野牧場 388－ 61：52．12� 33．3�

47 ベアクイーン 牝3鹿 54
51 ▲佐々木大輔熊木 浩氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 398－181：52．2� 185．0�

35 ノーブルガルフ 牡3鹿 56 荻野 極吉木 伸彦氏 久保田貴士 浦河 中島牧場 482＋ 21：52．3� 30．9�
510 ウイングスオブラヴ �3鹿 56

53 ▲大久保友雅太田珠々子氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 458－ 4 〃 アタマ 96．8�

815 ララパラプリュイ 牝3栗 54 菊沢 一樹フジイ興産� 田中 博康 浦河 ヒダカフアーム 444－ 41：52．72� 51．9�
（法942）

48 アオイアルファワン 牡3黒鹿 56
54 ◇藤田菜七子新谷 幸義氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 448 ―1：53．33� 33．3�

36 スペキュレーター 牡3鹿 56
52 ★永島まなみ田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 浦河 伏木田牧場 464 ― 〃 クビ 223．8�

714 ウインフェリーチェ 牝3鹿 54
52 △松本 大輝�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 402－ 41：54．36 77．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，653，400円 複勝： 34，556，300円 枠連： 8，356，300円
馬連： 33，991，400円 馬単： 16，636，100円 ワイド： 35，856，800円
3連複： 51，025，500円 3連単： 53，568，800円 計： 259，644，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 130円 � 190円 枠 連（2－7） 360円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 170円 �� 430円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 4，770円

票 数

単勝票数 計 256534 的中 � 82056（1番人気）
複勝票数 計 345563 的中 � 74717（1番人気）� 73091（2番人気）� 38270（5番人気）
枠連票数 計 83563 的中 （2－7） 17699（1番人気）
馬連票数 計 339914 的中 �� 69496（1番人気）
馬単票数 計 166361 的中 �� 15377（2番人気）
ワイド票数 計 358568 的中 �� 65495（1番人気）�� 18610（4番人気）�� 16316（6番人気）
3連複票数 計 510255 的中 ��� 28917（3番人気）
3連単票数 計 535688 的中 ��� 8135（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．3―47．6―1：00．0―1：12．4―1：25．1―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．7
1
3
13，14，3（10，15）1，5，2（4，7，11）12－（8，16）－9，6
13，3，14（15，4，12）－（1，11，16）－（2，10）（7，5）6，9－8

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

勝馬の
紹 介

バルタザール �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 Singspiel デビュー 2022．1．23 中京2着

2019．3．15生 牡3鹿 母 フィンランディア 母母 Truly Special 3戦1勝 賞金 8，900，000円
〔発走状況〕 ベアクイーン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインフェリーチェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月16日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 エフティイライザ号・サルサロッサ号・ジャグアーロ号・シンソーブ号・リーディングトーン号・レッドリベリウス号



10007 4月16日 曇 重 （4福島1） 第1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）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．1
1：06．1

不良
不良

23 パロットビーク 牝4黒鹿 55
52 ▲角田 大和 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 01：07．9 5．4�
35 アルバミノル 牡4鹿 57

54 ▲横山 琉人吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 472－ 4 〃 アタマ 1．9�
11 テイエムハヤテオー 牡4栗 57 菱田 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 474－ 51：08．0� 17．5�
48 � ライラテソーロ 牡4鹿 57

54 ▲西塚 洸二了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 506－121：08．53 74．6�

47 �� アイファーリンクス 牝4栗 55 斎藤 新中島 稔氏 	島 一歩 米 David G.
Campbell B482＋ 21：08．6クビ 55．8	

510 スターオブスパーダ 牡4芦 57 小野寺祐太光安 了氏 荒川 義之 浦河 小林 仁 430± 01：08．91� 17．1

36 � リ ゼ 牝6栗 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 嘉藤 貴行 新ひだか 岡田スタツド B460－ 6 〃 ハナ 27．6�
714� アスクドンキバック 牡4栗 57

54 ▲原 優介廣崎 智子氏 梅田 智之 平取 清水牧場 456－ 4 〃 アタマ 18．4�
12 シングンバズーカ 牡5黒鹿57 荻野 極伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 B482－ 61：09．0クビ 78．8
59 オリアメンディ 牝4鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 458＋ 21：09．21
 60．7�
24 ペリトモレノ 牝5鹿 55 勝浦 正樹�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 484－ 2 〃 アタマ 87．9�
612 アーバンヒーロー 牡4栗 57 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 石田牧場 504＋ 61：09．31 7．9�
713 トランセンドパスト 牡4鹿 57 丸山 元気簗詰 貴彦氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 B462－ 41：09．4アタマ 19．6�
815� シンゼングレート 牡4青鹿 57

55 △松本 大輝原 司郎氏 荒川 義之 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 456－121：09．72 12．7�

611 ス ト レ ガ 牝5栗 55 丹内 祐次清川 信弘氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 B446－141：09．91 179．7�
816� キノトクイーン 牝4青鹿55 大庭 和弥花野 友象氏 高橋 文雅 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B440－ 81：11．510 120．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，874，700円 複勝： 37，508，200円 枠連： 8，643，600円
馬連： 35，047，200円 馬単： 17，212，100円 ワイド： 37，975，300円
3連複： 61，216，800円 3連単： 67，919，800円 計： 292，397，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 170円 � 120円 � 350円 枠 連（2－3） 460円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，240円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，670円 3 連 単 ��� 12，690円

票 数

単勝票数 計 268747 的中 � 39614（2番人気）
複勝票数 計 375082 的中 � 55454（2番人気）� 105855（1番人気）� 18629（8番人気）
枠連票数 計 86436 的中 （2－3） 14283（1番人気）
馬連票数 計 350472 的中 �� 46986（1番人気）
馬単票数 計 172121 的中 �� 8522（3番人気）
ワイド票数 計 379753 的中 �� 42393（1番人気）�� 7056（15番人気）�� 11461（9番人気）
3連複票数 計 612168 的中 ��� 17141（5番人気）
3連単票数 計 679198 的中 ��� 3879（22番人気）

ハロンタイム 9．6―10．7―10．9―12．1―12．2―12．4

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．6―20．3―31．2―43．3―55．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パロットビーク �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2021．1．10 中京7着

2018．1．10生 牝4黒鹿 母 クリアンサス 母母 フラワーパーク 12戦2勝 賞金 23，360，000円
〔発走状況〕 スターオブスパーダ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 アスクドンキバック号の調教師梅田智之は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 シゲルタイヨウ号・フェスティヴノンノ号

10008 4月16日 晴 稍重 （4福島1） 第1日 第8競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時35分 （芝・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

48 カフジアスール 牡4鹿 57
54 ▲角田 大和加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 480＋ 62：03．1 9．4�

35 ド ラ ミ モ ン 牡4栗 57
54 ▲原 優介子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 446－ 82：03．52� 8．0�

36 ヒルノアントラ �5青鹿57 柴山 雄一�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B468＋ 2 〃 アタマ 25．1�
510 シャドウエリス 牝4鹿 55 丸山 元気飯塚 知一氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 454－ 62：03．6� 6．2�
612 シングマイハート 牝4鹿 55 武藤 雅 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B452－102：03．91� 13．5	
815 レットミーアウト 牝5黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B470－ 22：04．11� 4．4

47 バルネージュ �4芦 57

56 ☆泉谷 楓真手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 佐竹 学 496－102：04．31� 152．3�
23 ウインローズブーケ 牝5黒鹿 55

53 △松本 大輝�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 446－ 4 〃 ハナ 12．1�
12 キャニオニング 牝4鹿 55

54 ☆秋山 稔樹吉田 照哉氏 村田 一誠 千歳 社台ファーム 430－122：04．41 45．4
11 サトノディーバ 牝4黒鹿55 荻野 極 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 488± 02：04．5� 34．4�
59 サムハンター 牡4栗 57

55 ◇藤田菜七子�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム 476－ 62：05．45 19．5�
611� バ ン ベ ル ク 牡4鹿 57 西村 淳也 �キャロットファーム 小林 真也 安平 ノーザンファーム 484＋202：07．010 6．0�
816� ライトオブワールド 牡4鹿 57

53 ★永島まなみ松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 444－ 12：07．74 80．5�
714� アルジェンタータ 牝6黒鹿 55

52 ▲横山 琉人岡田 壮史氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 430－ 22：08．12� 159．9�
24 コスモホクシン 牡4鹿 57

54 ▲小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 4 （競走中止） 37．1�
713 マイネルパリオート 牡4鹿 57 藤井勘一郎 �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 466± 0 （競走中止） 8．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，259，200円 複勝： 39，057，400円 枠連： 9，450，300円
馬連： 38，541，100円 馬単： 15，299，400円 ワイド： 40，027，300円
3連複： 69，181，700円 3連単： 67，969，500円 計： 303，785，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 280円 � 320円 � 770円 枠 連（3－4） 3，290円

馬 連 �� 4，190円 馬 単 �� 7，800円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 2，360円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 15，200円 3 連 単 ��� 74，660円

票 数

単勝票数 計 242592 的中 � 20452（6番人気）
複勝票数 計 390574 的中 � 39156（5番人気）� 33769（6番人気）� 11712（12番人気）
枠連票数 計 94503 的中 （3－4） 2221（17番人気）
馬連票数 計 385411 的中 �� 7125（18番人気）
馬単票数 計 152994 的中 �� 1471（33番人気）
ワイド票数 計 400273 的中 �� 7748（16番人気）�� 4354（30番人気）�� 3243（41番人気）
3連複票数 計 691817 的中 ��� 3413（58番人気）
3連単票数 計 679695 的中 ��� 660（256番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．6―12．9―12．9―12．7―12．3―12．6―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―23．0―34．6―47．5―1：00．4―1：13．1―1：25．4―1：38．0―1：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7
1
3
9，16（11，15）8（13，14）7，10（2，6）1（3，12）－（4，5）・（9，11，15）（8，16，13，6，12）7（10，4）（1，2，14，5）3

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

勝馬の
紹 介

カフジアスール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．10．3 中京6着

2018．4．10生 牡4鹿 母 カフジビーナス 母母 タッソーニー 18戦2勝 賞金 26，230，000円
〔競走中止〕 コスモホクシン号は，競走中に疾病〔右第3中手骨開放骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。

マイネルパリオート号は，最後の直線コースで，転倒した「コスモホクシン」号に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 マイネルパリオート号の騎手藤井勘一郎は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）
※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 エニシノウタ号



10009 4月16日 晴 稍重 （4福島1） 第1日 第9競走 ��1，800�
か わ ま た

川 俣 特 別
発走14時05分 （芝・右）

4歳以上，1勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．3
1：43．8

良
良

611 ヴ ィ ヴ ァ ン 牡4栗 57 西村 淳也前田 幸大氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490± 01：51．5 4．2�

34 トランシルヴァニア �5鹿 57 泉谷 楓真 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 492－ 41：51．6� 38．7�
610 サウンドウォリアー 牡4鹿 57 永島まなみ増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 492± 0 〃 クビ 7．6�
713 グ ラ ヴ ィ テ 牝4黒鹿55 秋山 稔樹栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 472－ 41：51．7	 92．6�
59 サトノスカイターフ 牡4鹿 57 荻野 極 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496－ 6 〃 アタマ 19．0	
815 アウサンガテ 牡5鹿 57 中井 裕二金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム B436－141：51．8アタマ 21．0

35 エアミアーニ 牡4鹿 57 斎藤 新 �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 B436－ 8 〃 ハナ 8．0�
47 デルマアシュラ 牡4青 57 丸山 元気浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 430－ 2 〃 アタマ 7．1�
11 グルーヴビート 牡4鹿 57 川須 栄彦 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 アタマ 15．5
712 セイウンゴールド 牡4青鹿57 勝浦 正樹西山 茂行氏 上原 博之 浦河 �川 啓一 480－ 81：51．9	 20．0�
23 
 ブレーヴソウル 牡4黒鹿57 菊沢 一樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 村田 一誠 浦河 三嶋牧場 448－ 41：52．0	 111．0�
46 ト ピ ッ ク ス 牡4鹿 57 亀田 温心齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 アタマ 184．6�
22 ウインチェレステ 牡4鹿 57 丹内 祐次�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 494＋ 81：52．1	 3．7�
58 コスモミローディア 牡6黒鹿57 武藤 雅 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 476＋ 61：52．2� 155．8�
814
 ザスリーサーティ 牡7青鹿57 菱田 裕二諸江 幸祐氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 472－ 61：52．41� 12．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，771，600円 複勝： 46，921，300円 枠連： 11，594，600円
馬連： 50，439，700円 馬単： 18，810，000円 ワイド： 45，530，900円
3連複： 76，831，500円 3連単： 79，996，500円 計： 360，896，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 210円 � 690円 � 330円 枠 連（3－6） 820円

馬 連 �� 10，060円 馬 単 �� 15，620円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 690円 �� 3，770円

3 連 複 ��� 18，270円 3 連 単 ��� 101，040円

票 数

単勝票数 計 307716 的中 � 57745（2番人気）
複勝票数 計 469213 的中 � 69695（2番人気）� 15082（11番人気）� 36977（5番人気）
枠連票数 計 115946 的中 （3－6） 10860（2番人気）
馬連票数 計 504397 的中 �� 3885（40番人気）
馬単票数 計 188100 的中 �� 903（64番人気）
ワイド票数 計 455309 的中 �� 4284（38番人気）�� 17957（5番人気）�� 3007（47番人気）
3連複票数 計 768315 的中 ��� 3153（73番人気）
3連単票数 計 799965 的中 ��� 574（383番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．8―49．8―1：02．6―1：15．0―1：27．2―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．5
1
3

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

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

ヴ ィ ヴ ァ ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kitten’s Joy デビュー 2020．10．25 京都2着

2018．2．25生 牡4栗 母 キトゥンズクイーン 母母 High Chant 6戦2勝 賞金 20，183，000円
〔騎手変更〕 トピックス号の騎手小林脩斗は，第8競走での落馬負傷のため亀田温心に変更。

サウンドウォリアー号の騎手藤井勘一郎は，第8競走での落馬負傷のため永島まなみに変更。
〔発走状況〕 騎手変更に伴う馬場入場遅れのため，発走時刻4分遅延。
〔制裁〕 エアミアーニ号の騎手斎藤新は，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：1番）

10010 4月16日 晴 稍重 （4福島1） 第1日 第10競走 ��
��2，600�

おく ほ そ み ち

奥 の 細 道 特 別
発走14時40分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス；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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：35．1

良
良

56 ボーンジーニアス 牡4鹿 57 丸山 元気和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 462± 02：44．2 2．1�
55 トーホウバロン 牡4黒鹿57 菱田 裕二東豊物産� 石坂 公一 日高 シンボリ牧場 486－ 22：44．3� 5．8�
811	 ア ス テ ィ 
6栗 57 藤田菜七子山口謙太郎氏 堀内 岳志 千歳 社台ファーム B424± 02：44．4� 29．5�
22 	 マベルロンジュ 牝5栗 55 武藤 雅落合 幸弘氏 水野 貴広 日高 下河辺牧場 B462－ 22：44．72 5．6�
44 タイセイドリーマー 牡4栗 57 川須 栄彦田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 492－102：45．87 28．5�
79 ネオストーリー 牡5青鹿57 秋山 稔樹藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル B466－ 22：46．43� 160．5	
11 アルバーシャ 牡4栗 57 西村 淳也ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 2 〃 クビ 6．6

710 エカテリンブルク 牡5青鹿57 田中 勝春吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 508－ 82：47．14 47．3�
68 サンサルドス 牡6鹿 57 斎藤 新 �シルクレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 550－ 22：47．2クビ 20．2
67 	 イ ヤ サ カ 牝4芦 55 丹内 祐次岡田 壮史氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 480－ 8 〃 クビ 8．7�
812 モ イ 牝6黒鹿55 菊沢 一樹 Him Rock Racing

ホールディングス� 畑端 省吾 日高 タバタファーム 418－ 42：47．52 131．0�
33 ノットイェット 牝4鹿 55 横山 琉人�GET NEXT 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 470－162：58．4大差 98．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，771，900円 複勝： 50，809，700円 枠連： 11，833，700円
馬連： 59，242，100円 馬単： 26，957，400円 ワイド： 51，149，600円
3連複： 90，888，800円 3連単： 122，411，700円 計： 453，064，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 170円 � 400円 枠 連（5－5） 720円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 290円 �� 890円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 12，290円

票 数

単勝票数 計 397719 的中 � 150625（1番人気）
複勝票数 計 508097 的中 � 153291（1番人気）� 75479（3番人気）� 21016（7番人気）
枠連票数 計 118337 的中 （5－5） 12657（4番人気）
馬連票数 計 592421 的中 �� 66004（2番人気）
馬単票数 計 269574 的中 �� 17331（2番人気）
ワイド票数 計 511496 的中 �� 50950（2番人気）�� 13869（12番人気）�� 8039（18番人気）
3連複票数 計 908888 的中 ��� 15856（13番人気）
3連単票数 計1224117 的中 ��� 7221（35番人気）

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

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―25．3―38．3―51．0―1：03．5―1：15．8―1：28．4―1：41．4―1：53．8―2：06．2―2：19．0―2：31．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→
」 上り4F50．4―3F38．0
1
�
3（7，10）（1，2，8）－4，11，12－5－6－9・（4，10）（3，11）2（7，8，6）1，5，12，9

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

勝馬の
紹 介

ボーンジーニアス �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 Hurricane Run デビュー 2021．2．21 東京4着

2018．2．6生 牡4鹿 母 キ ズ ナ Ⅱ 母母 Al Amlah 11戦3勝 賞金 40，266，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノットイェット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月16日まで平地競走に

出走できない。



10011 4月16日 晴 重 （4福島1） 第1日 第11競走 ��1，150�やまびこステークス
発走15時20分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス，3．4．17以降4．4．10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

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．1
1：06．1

不良
不良

11 ミラーウォーカーズ 牝4鹿 52 秋山 稔樹ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 モリナガファーム 474＋ 61：07．6 10．0�
48 � カフェクラウン 牡6鹿 54 菊沢 一樹西川 光一氏 堀 宣行 米

Jason Litt, Litt Fam-
ily Horse Trust &
Alex Solis II

520－ 21：07．91� 92．5�
36 ナイトブリーズ 牝5黒鹿53 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新ひだか 前谷 武志 506－ 4 〃 ハナ 7．0�
714� ワルツフォーラン 牝5青鹿54 丹内 祐次松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 B474± 01：08．0� 4．5�
35 � ジ ゲ ン 牡5鹿 56 勝浦 正樹林 正道氏 中村 直也 米 Diamond A

Racing Corp. 456± 01：08．1� 5．6�
59 カーテンコール 牝5栗 53 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 494－ 61：08．2� 5．9	
47 ベイビーボス 牡5鹿 55 丸山 元気酒井 喜生氏 矢野 英一 白老 習志野牧場 B478－ 21：08．3クビ 17．9

611� ラホーヤノキセキ 牡8青鹿56 松本 大輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 498－ 6 〃 ハナ 8．5�
24 メイショウヒューマ 牡4鹿 55 斎藤 新松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 482－141：08．4クビ 7．7�
815 サンライズセナ 牡7栗 53 藤田菜七子松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B490－ 41：08．71� 70．7
510 ジ オ ラ マ 牡9栗 54 亀田 温心�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 540＋ 2 〃 クビ 54．8�
12 スーパーアキラ 牡7栗 53 武藤 雅井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 B524－ 4 〃 アタマ 99．7�
23 ゴールドチャリス 牝4鹿 52 菱田 裕二フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 428± 01：09．23 54．5�
612 メイショウヒバリ 牝5栗 52 泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 468＋ 81：09．3クビ 83．9�
713 タマモティータイム 牝5鹿 53 	島 良太タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B466－ 4 〃 クビ 34．3�
816 トモジャドット 牡6栗 54 西村 淳也吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 新冠 ハクツ牧場 542－ 81：09．61� 28．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，196，300円 複勝： 104，204，500円 枠連： 37，904，800円
馬連： 179，523，600円 馬単： 62，919，100円 ワイド： 143，095，300円
3連複： 302，670，700円 3連単： 299，748，700円 計： 1，200，263，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 380円 � 2，350円 � 240円 枠 連（1－4） 4，500円

馬 連 �� 43，690円 馬 単 �� 65，350円

ワ イ ド �� 13，730円 �� 1，570円 �� 9，000円

3 連 複 ��� 111，000円 3 連 単 ��� 757，200円

票 数

単勝票数 計 701963 的中 � 56091（7番人気）
複勝票数 計1042045 的中 � 72793（7番人気）� 9696（16番人気）� 132251（3番人気）
枠連票数 計 379048 的中 （1－4） 6519（22番人気）
馬連票数 計1795236 的中 �� 3184（88番人気）
馬単票数 計 629191 的中 �� 722（157番人気）
ワイド票数 計1430953 的中 �� 2649（97番人気）�� 24185（19番人気）�� 4052（80番人気）
3連複票数 計3026707 的中 ��� 2045（267番人気）
3連単票数 計2997487 的中 ��� 287（1620番人気）

ハロンタイム 9．2―11．1―10．9―11．7―12．1―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．2―20．3―31．2―42．9―55．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミラーウォーカーズ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．2．14 東京6着

2018．3．8生 牝4鹿 母 キョウエイカプリス 母母 レイズユアグラス 7戦3勝 賞金 43，464，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔騎手変更〕 カフェクラウン号の騎手藤井勘一郎は，第8競走での落馬負傷のため菊沢一樹に変更。
〔制裁〕 ナイトブリーズ号の騎手宮崎北斗は，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：16番）
※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 アーマーバローズ号・エムオーシャトル号・サウンドカナロア号

10012 4月16日 晴 重 （4福島1） 第1日 第12競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走16時00分 （ダート・右）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

35 リアンクール 牝4鹿 55 菱田 裕二村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484＋121：45．4 1．9�
610 トロンアゲイン 牝4栗 55

52 ▲横山 琉人�髙昭牧場 和田 勇介 浦河 高昭牧場 440－12 〃 クビ 6．5�
22 レミニシェンザ 牝5鹿 55

53 △松本 大輝 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：45．61� 12．2�
815 メデタシメデタシ 牝5鹿 55 菊沢 一樹堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 460－101：45．91� 119．9�
23 ラブロッソー 牝5青鹿 55

54 ☆泉谷 楓真増田 陽一氏 鈴木慎太郎 新冠 新冠橋本牧場 474± 01：46．11 53．9�
47 ビーマイセルフ 牝4青鹿55 斎藤 新�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 458－ 41：46．52� 5．3	
611� ウィズザワールド 牝4栗 55

52 ▲原 優介阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 B474－ 6 〃 ハナ 16．1

59 � ウインホノカ 牝6鹿 55

54 ☆秋山 稔樹山口謙太郎氏 本間 忍 浦河 富菜牧場 418－ 21：46．6� 91．1�
712 ア デ ウ ス 牝4鹿 55

54 ☆亀田 温心平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 448－ 8 〃 クビ 98．8�
11 リキサンハート 牝4黒鹿55 黛 弘人 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 490＋101：46．81� 18．0
46 ルミナスナイト 牝5栗 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 496－ 61：47．22� 68．3�
713 ベストシンガー 牝4鹿 55

52 ▲佐々木大輔石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：47．51� 38．6�
814� アポロリリー 牝5黒鹿55 西村 淳也アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 B410－121：47．61 71．0�
58 ルージュアリュール 牝4鹿 55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 432－ 81：48．13 90．0�
34 � レヴィーアクイーン 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム B486＋ 21：48．95 12．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 46，934，100円 複勝： 60，080，200円 枠連： 19，946，600円
馬連： 86，114，400円 馬単： 39，866，200円 ワイド： 78，497，300円
3連複： 141，701，200円 3連単： 180，123，800円 計： 653，263，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 170円 � 340円 枠 連（3－6） 460円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 290円 �� 650円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 6，270円

票 数

単勝票数 計 469341 的中 � 195452（1番人気）
複勝票数 計 600802 的中 � 197290（1番人気）� 85150（3番人気）� 29525（6番人気）
枠連票数 計 199466 的中 （3－6） 33501（2番人気）
馬連票数 計 861144 的中 �� 104467（2番人気）
馬単票数 計 398662 的中 �� 37484（2番人気）
ワイド票数 計 784973 的中 �� 78019（2番人気）�� 29822（7番人気）�� 9851（18番人気）
3連複票数 計1417012 的中 ��� 45106（6番人気）
3連単票数 計1801238 的中 ��� 20803（8番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―11．9―12．6―12．9―12．6―12．5―12．0―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．1―42．7―55．6―1：08．2―1：20．7―1：32．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．2
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リアンクール �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．1．11 中京1着

2018．2．15生 牝4鹿 母 マハーバーラタ 母母 マ ハ ー ブ 8戦2勝 賞金 28，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 リキサンハート号の騎手小林脩斗は，第8競走での落馬負傷のため黛弘人に変更。

ルージュアリュール号の騎手藤井勘一郎は，第8競走での落馬負傷のため田中勝春に変更。



（4福島1）第1日 4月16日（土曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 185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

187，530，000円
9，940，000円
24，740，000円
1，590，000円
23，660，000円
78，423，000円
5，087，500円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
406，430，100円
563，125，900円
152，055，300円
675，886，500円
290，636，100円
624，192，500円
1，096，846，100円
1，207，778，300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 5，016，950，800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 1日は，お客様エリアの復旧工事のため，無観客で開催を実施した。
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