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10061 5月1日 曇 重 （4福島1） 第6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 5，200，000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

59 マキアージュ 牝3鹿 54 丹内 祐次中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 バンブー牧場 446－ 81：09．4 4．0�
713 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 448－ 2 〃 ハナ 2．6�
816 オーブラック 牡3青鹿 56

53 ▲原 優介加藤 徹氏 青木 孝文 新ひだか 本桐牧場 B488＋ 61：10．46 3．9�
36 ヤマトカチドキ 牝3鹿 54

52 △角田 大和醍醐 徹氏 田村 康仁 日高 タバタファーム 466－ 21：10．61� 142．5�
611 セオリーリターン 牝3黒鹿54 嶋田 純次藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 444 ―1：10．92 185．6�
24 マイアミュレット �3鹿 56

55 ☆亀田 温心�マークス 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 454－14 〃 クビ 60．2	
714 ルナエルモッサ 牝3栗 54

51 ▲西塚 洸二岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 420± 0 〃 クビ 13．4

815 ド リ ー ム 牝3黒鹿 54

51 ▲大久保友雅阿部東亜子氏 高橋 康之 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 438－ 81：11．11� 70．0�

35 クインズハッピー 牝3鹿 54 武藤 雅 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 446－ 41：11．52� 48．9�
23 ムーンワード 牝3鹿 54 斎藤 新伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 B490－101：11．6� 16．5
48 ブラッドライン 牡3黒鹿56 丸山 元気前原 敏行氏 伊藤 大士 新冠 村田牧場 B482＋ 41：12．02� 9．8�
47 ルルネージュ 牝3芦 54 �島 克駿ディアレストクラブ� 武市 康男 浦河 宮内牧場 474－ 81：12．85 33．0�
12 カツノナインズ 牝3栗 54 岩部 純二勝野産業� 伊藤 伸一 日高 高山 博 420－ 4 〃 クビ 139．2�
612 ノットクラッシュ 牝3鹿 54 菊沢 一樹山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 472－101：12．9クビ 193．7�
11 ソプラノナイト 牝3芦 54

52 ◇藤田菜七子 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 460－ 2 〃 クビ 51．9�
510 タ ガ ノ ル ナ 牝3栗 54

50 ★永島まなみ八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 436＋101：13．11� 98．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，829，100円 複勝： 41，310，600円 枠連： 10，434，900円
馬連： 49，899，100円 馬単： 22，710，900円 ワイド： 49，998，400円
3連複： 86，951，300円 3連単： 86，129，900円 計： 374，264，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（5－7） 450円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 230円 �� 260円 �� 250円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 2，960円

票 数

単勝票数 計 268291 的中 � 52795（3番人気）
複勝票数 計 413106 的中 � 94043（2番人気）� 102782（1番人気）� 75894（3番人気）
枠連票数 計 104349 的中 （5－7） 17707（1番人気）
馬連票数 計 498991 的中 �� 70105（2番人気）
馬単票数 計 227109 的中 �� 14669（3番人気）
ワイド票数 計 499984 的中 �� 55882（1番人気）�� 46985（3番人気）�� 50485（2番人気）
3連複票数 計 869513 的中 ��� 106895（1番人気）
3連単票数 計 861299 的中 ��� 21076（3番人気）

ハロンタイム 9．4―11．2―11．3―12．2―12．3―13．0

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．6―31．9―44．1―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マキアージュ �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 マリエンバード デビュー 2021．10．9 新潟5着

2019．3．31生 牝3鹿 母 ルージュバンブー 母母 トロピカルナイト 8戦1勝 賞金 12，920，000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 トキメキナイト号・ペイシャクィンビー号

10062 5月1日 曇 稍重 （4福島1） 第6日 第2競走 1，800�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
1：45．3
1：43．8

良
良

813 アイキャンドウイッ 牡3黒鹿56 荻野 極 �吉澤ホールディングス 池江 泰寿 新ひだか 岡田スタツド 452－ 21：50．1 2．5�
56 サルサロッサ 牝3鹿 54 �島 克駿岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか タガミファーム 450＋ 21：50．63 53．4�
11 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± 01：50．7� 8．0�
69 メロウヴォイス 牝3鹿 54 丸山 元気水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 B424－101：50．8� 15．4�
44 メンアットワーク 牡3青鹿56 斎藤 新千明牧場 斎藤 誠 日高 千明牧場 454－ 21：50．9� 4．2�
45 クトゥネシリカ 牡3黒鹿 56

53 ▲原 優介 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀内 岳志 新ひだか 岡田スタツド 422± 01：51．11� 15．3	

68 アップフルーク 牡3鹿 56 菊沢 一樹村山 正道氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 496＋ 21：51．31� 79．1

710 ホイッスルベイト 牝3鹿 54 黛 弘人山上 和良氏 萱野 浩二 新冠 村上 進治 442－ 6 〃 クビ 24．7�
22 ゼンノテンバ 牝3栗 54 丹内 祐次大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 430－ 21：51．4クビ 3．4�
33 キタノパフューム 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真北所 直人氏 蛯名 利弘 浦河 小林 仁 434－ 81：51．82� 272．7
711 エレウテリア 牡3鹿 56 武藤 雅�和田牧場 松永 康利 新ひだか 福岡 駿弥 464－ 21：52．44 278．4�
57 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± 01：53．78 355．1�
812 ハグミーモア 牝3黒鹿 54

51 ▲佐々木大輔 IHR 菊川 正達 浦河 カナイシスタッド 410－ 41：55．6大差 431．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，588，700円 複勝： 36，478，500円 枠連： 7，591，000円
馬連： 40，042，000円 馬単： 21，643，400円 ワイド： 34，495，900円
3連複： 61，390，800円 3連単： 84，651，600円 計： 312，881，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 810円 � 210円 枠 連（5－8） 3，610円

馬 連 �� 5，240円 馬 単 �� 6，530円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 440円 �� 3，550円

3 連 複 ��� 9，060円 3 連 単 ��� 50，470円

票 数

単勝票数 計 265887 的中 � 82787（1番人気）
複勝票数 計 364785 的中 � 92886（1番人気）� 8028（9番人気）� 44018（4番人気）
枠連票数 計 75910 的中 （5－8） 1628（12番人気）
馬連票数 計 400420 的中 �� 5911（15番人気）
馬単票数 計 216434 的中 �� 2485（23番人気）
ワイド票数 計 344959 的中 �� 5169（19番人気）�� 22256（4番人気）�� 2340（26番人気）
3連複票数 計 613908 的中 ��� 5079（26番人気）
3連単票数 計 846516 的中 ��� 1216（142番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―35．6―49．4―1：02．1―1：14．4―1：26．4―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アイキャンドウイッ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Shamardal デビュー 2021．10．10 東京2着

2019．4．25生 牡3黒鹿 母 ビーコンターン 母母 Baize 5戦1勝 賞金 12，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハグミーモア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月1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〕 キタノパフューム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月1日まで平地競走に出走でき

ない。

第１回 福島競馬 第６日



10063 5月1日 曇 重 （4福島1） 第6日 第3競走 1，700�3歳未勝利
発走10時45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

11 タガノクリステル 牝3黒鹿54 �島 克駿八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B478＋ 41：47．4 4．1�

611 ラブミーディザイア 牝3鹿 54
53 ☆秋山 稔樹小林 祥晃氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 478－ 21：48．25 4．9�

815 ベ ル カ ノ ア 牝3栗 54 武藤 雅子安 裕樹氏 武藤 善則 平取 清水牧場 462－ 41：48．31 14．4�
59 レインボーエンゼル 牝3栗 54

52 △角田 大和�イーデン産業 小野 次郎 新ひだか 静内杉下牧場 462－ 21：48．4クビ 3．8�
23 プラチナジェット 牝3青 54 丸山 元気�レッドマジック金成 貴史 日高 奥山 博 452－ 6 〃 ハナ 5．8	
814 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 414－ 21：48．82� 16．5

47 エ デ ィ ッ タ 牝3栗 54

51 ▲佐々木大輔�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 454＋ 21：49．44 26．9�

35 キ ガ サ 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新冠 シンカンファーム 430＋ 41：49．5� 18．2�
713 ソングオブバラード 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 辻 哲英 新ひだか 藤原牧場 442－121：49．6クビ 32．7

46 セ ン ト レ ア 牝3栗 54 岩田 康誠長谷川守正氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：50．02� 12．2�
712 アイスフォーゲル 牝3栗 54 荻野 極 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 21：50．42� 157．0�
34 ドリーマーイモン 牝3鹿 54

51 ▲原 優介井門 敏雄氏 松山 将樹 新ひだか 前田ファーム B422－101：50．82� 291．0�
58 アイズダンシング 牝3栗 54 勝浦 正樹 �ローレルレーシング 小西 一男 新冠 村田牧場 470 ―1：51．22� 129．5�
22 ディアマンネージュ 牝3鹿 54 菊沢 一樹ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 476 ―1：51．73 48．6�
610 プリンセスコゼット 牝3青鹿54 川又 賢治髙橋 明裕氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 426－ 41：53．9大差 336．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，144，800円 複勝： 45，479，700円 枠連： 9，204，300円
馬連： 43，978，900円 馬単： 19，326，700円 ワイド： 44，420，300円
3連複： 70，940，200円 3連単： 71，664，400円 計： 334，159，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 200円 � 370円 枠 連（1－6） 1，460円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，130円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 7，840円 3 連 単 ��� 26，490円

票 数

単勝票数 計 291448 的中 � 56456（2番人気）
複勝票数 計 454797 的中 � 84027（2番人気）� 59877（4番人気）� 25534（8番人気）
枠連票数 計 92043 的中 （1－6） 4869（7番人気）
馬連票数 計 439789 的中 �� 24682（5番人気）
馬単票数 計 193267 的中 �� 5415（7番人気）
ワイド票数 計 444203 的中 �� 20414（5番人気）�� 9994（12番人気）�� 6494（22番人気）
3連複票数 計 709402 的中 ��� 6786（29番人気）
3連単票数 計 716644 的中 ��� 1961（70番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―29．8―42．9―56．1―1：09．3―1：22．1―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．1
1
3
11（9，14）10（1，7）15－（4，13）－5，12，6，3－8，2
11（9，14）（1，15）13（7，10，3）6，5，12，4，2－8

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

勝馬の
紹 介

タガノクリステル �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．8．14 小倉12着

2019．4．14生 牝3黒鹿 母 タガノキャンドル 母母 ブゼンキャンドル 9戦1勝 賞金 9，900，000円
〔制裁〕 エディッタ号の騎手佐々木大輔は，1コーナー通過後の御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：10番・

15番）
〔その他〕 プリンセスコゼット号は，1コーナー通過後に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。
〔3走成績による出走制限〕 ドリーマーイモン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月1日まで平地競走に出走できな

い。

10064 5月1日 曇 稍重 （4福島1） 第6日 第4競走 2，770�障害4歳以上未勝利
発走11時15分 （ 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

814 ロードエクスプレス 牡5鹿 60 森 一馬 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか 松田牧場 474－ 63：06．0 7．5�
46 ミッキーセサミ 牡4青鹿59 草野 太郎野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 470－203：06．21� 23．4�
22 メイショウアツイタ 牡4黒鹿59 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 安平 ゼットステーブル 490－ 43：06．4� 5．2�
712 ミトノマルーン 牡6黒鹿60 高田 潤ロイヤルパーク 武 英智 新冠 新冠橋本牧場 488＋ 4 〃 クビ 3．5�
711 グリニッチヴィレジ 牝9黒鹿 58

57 ▲小牧加矢太 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 444－ 43：06．61 13．7�
813� シーザワールド 牡9鹿 60 大庭 和弥村岡 曉憲氏 的場 均 日高 山際 辰夫 514± 0 〃 ハナ 64．4	
33 ダイワセントライト 牡5栗 60 小野寺祐太大城 正一氏 嘉藤 貴行 千歳 社台ファーム 488－ 43：07．02� 6．6

45 アースブレイブ �5青鹿60 江田 勇亮松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 富田牧場 462＋ 43：07．85 22．3�
58 メイショウアルト 牡4鹿 59 黒岩 悠松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 本巣 敦 478－ 63：08．22� 51．3�
610 モーニングアヤメ 牝4栗 57 上野 翔今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 430± 03：08．3� 43．8
69 � ビップテッペン 牡5黒鹿60 中村 将之鈴木 邦英氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 442－ 43：09．25 84．1�
57 ヴィーヴァバッカス 牡7栗 60 伴 啓太芹澤 精一氏 相沢 郁 様似 清水スタッド 478－ 23：11．6大差 5．1�
11 � メモリーエアシップ 牡4鹿 59 白浜 雄造�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 大北牧場 470＋ 83：12．77 49．9�
34 ルナエクリプス 牡5栗 60 五十嵐雄祐吉田 晴哉氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 528－ 8 （競走中止） 18．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，475，800円 複勝： 22，529，300円 枠連： 10，764，200円
馬連： 35，613，200円 馬単： 16，485，600円 ワイド： 31，228，300円
3連複： 64，762，500円 3連単： 65，802，300円 計： 267，661，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 220円 � 630円 � 200円 枠 連（4－8） 3，570円

馬 連 �� 9，410円 馬 単 �� 21，460円

ワ イ ド �� 3，430円 �� 670円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 13，940円 3 連 単 ��� 97，160円

票 数

単勝票数 計 204758 的中 � 21835（5番人気）
複勝票数 計 225293 的中 � 28221（4番人気）� 7437（9番人気）� 33753（2番人気）
枠連票数 計 107642 的中 （4－8） 2332（16番人気）
馬連票数 計 356132 的中 �� 2930（34番人気）
馬単票数 計 164856 的中 �� 576（71番人気）
ワイド票数 計 312283 的中 �� 2254（37番人気）�� 12694（4番人気）�� 4428（22番人気）
3連複票数 計 647625 的中 ��� 3483（46番人気）
3連単票数 計 658023 的中 ��� 491（333番人気）
上り 1マイル 1：49．0 4F 53．3－3F 39．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロードエクスプレス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2019．9．1 新潟1着

2017．5．9生 牡5鹿 母 クインズラッシュ 母母 ケイアイギャラリー 障害：3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 ルナエクリプス号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。



10065 5月1日 曇 稍重 （4福島1） 第6日 第5競走 1，200�3歳未勝利
発走12時05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
1：07．0
1：06．0

良
良

12 ウインクルシャープ 牝3鹿 54
50 ★永島まなみ塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 456－ 61：10．2 14．2�

24 ワ ン リ オ ン 牡3青鹿56 西村 淳也河村 祥史氏 牧浦 充徳 日高 川端 正博 482－101：10．51� 10．1�
612 ヤマニンサルバム 牡3黒鹿 56

55 ☆亀田 温心土井 肇氏 中村 直也 新冠 錦岡牧場 506＋ 81：10．82 2．6�
11 リゾルテッツァ 牡3栗 56

54 △角田 大和 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム B490± 01：10．9クビ 28．3�
510 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 496－ 41：11．11� 4．0�
611 ウ ム ラ ウ ト 牝3青鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太	G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 372－ 8 〃 クビ 42．9


23 ダ グ ザ �3鹿 56 斎藤 新 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482± 01：11．2クビ 17．9�
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 B434＋ 41：11．3� 59．5�
815 ルージュエピス 牝3芦 54

51 ▲西塚 洸二 	東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 460－ 81：11．51� 28．5
713 エヴリーサンクス 牝3鹿 54 川又 賢治フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 470＋12 〃 クビ 44．1�
48 タマモテラコッタ 牡3芦 56

53 ▲大久保友雅タマモ	 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B488－101：11．6� 6．9�
59 モンテジュエル 牝3芦 54 武藤 雅 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新ひだか 三石橋本牧場 432－ 21：11．81� 24．9�
35 チャイムリープ 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 456－ 81：12．33 13．6�
816 テイエムヒロイン 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 加藤 和宏 新ひだか グローリーファーム 416＋ 61：12．72� 298．3�
714 ト ゥ ワ イ ス 牝3芦 54 木幡 育也�野 智博氏 田中 剛 新冠 イワミ牧場 372－141：13．55 256．2�
36 マ ハ ロ マ ヤ 牝3青鹿 54

51 ▲土田 真翔友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 426－ 41：14．03 352．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，184，700円 複勝： 49，809，800円 枠連： 11，418，200円
馬連： 54，285，300円 馬単： 24，858，800円 ワイド： 59，447，600円
3連複： 108，349，700円 3連単： 98，302，800円 計： 443，656，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 300円 � 260円 � 140円 枠 連（1－2） 2，440円

馬 連 �� 4，640円 馬 単 �� 10，870円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 590円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 36，190円

票 数

単勝票数 計 371847 的中 � 20814（6番人気）
複勝票数 計 498098 的中 � 34257（6番人気）� 42724（4番人気）� 126844（1番人気）
枠連票数 計 114182 的中 （1－2） 3623（10番人気）
馬連票数 計 542853 的中 �� 9059（18番人気）
馬単票数 計 248588 的中 �� 1715（37番人気）
ワイド票数 計 594476 的中 �� 10628（16番人気）�� 26680（3番人気）�� 26216（4番人気）
3連複票数 計1083497 的中 ��� 21644（8番人気）
3連単票数 計 983028 的中 ��� 1969（103番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．4―12．3―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―34．3―46．6―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインクルシャープ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 アンクルスーパー デビュー 2021．8．21 小倉7着

2019．4．5生 牝3鹿 母 ウインクルスーパー 母母 ウインクルグラス 7戦1勝 賞金 7，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時10分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トゥワイス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月1日まで平地競走に出走

できない。
マハロマヤ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月1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〕 ルージュエピス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月1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 フラスティー号

10066 5月1日 曇 稍重 （4福島1） 第6日 第6競走 ��2，600�3歳未勝利
発走12時35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
2：37．3
2：35．1

良
良

57 マイネルメサイア 牡3芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 82：42．8 2．0�

68 ホウオウユニコーン 牡3芦 56 岩田 康誠小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 454－ 22：42．9クビ 9．6�
56 ヴァーグエスタード 牡3栗 56 �島 克駿ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 ディアレスト

クラブ 454－ 42：43．11 3．5�
69 ウ ロ ボ ン 牡3黒鹿56 黛 弘人井山 登氏 武井 亮 むかわ 市川牧場 460＋ 22：43．31� 5．9�
812 ブルーシグナル 牡3栗 56 中井 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 B456－ 42：44．15 129．0�
33 ストームシャドウ 牡3鹿 56 丸山 元気飯塚 知一氏 林 徹 千歳 社台ファーム 450－ 62：44．41� 20．5	
22 ソレジャートポスト 牡3栗 56 斎藤 新吉田 千津氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 クビ 79．8

813 ブレットアーチ 牡3栗 56 西村 淳也吉田 勝己氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム B468－ 22：44．5� 39．9�
44 ペアブロッサム 牝3芦 54

52 △角田 大和�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462± 02：45．35 43．7�

45 マゼンダフラッシュ 牝3栗 54 菊沢 一樹松田 幸生氏 奥平 雅士 日高 本間牧場 444＋ 82：45．93� 226．4
710 ホ ー ネ ッ ト 牡3栗 56

53 ▲佐々木大輔�木村牧場 石毛 善彦 日高 戸川牧場 420－ 42：46．22 375．0�
711 フライシュッツ 牡3黒鹿 56

53 ▲大久保友雅 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 496－ 22：46．73 157．1�
11 ハコダテジョー 牡3鹿 56 荻野 極河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 広大 462＋ 22：47．12� 14．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，799，800円 複勝： 53，336，000円 枠連： 8，654，800円
馬連： 35，661，400円 馬単： 22，644，500円 ワイド： 35，304，000円
3連複： 56，639，900円 3連単： 91，680，300円 計： 331，720，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 170円 � 130円 枠 連（5－6） 280円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 340円 �� 190円 �� 350円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 3，370円

票 数

単勝票数 計 277998 的中 � 111143（1番人気）
複勝票数 計 533360 的中 � 298058（1番人気）� 38400（4番人気）� 62730（2番人気）
枠連票数 計 86548 的中 （5－6） 23203（1番人気）
馬連票数 計 356614 的中 �� 32216（3番人気）
馬単票数 計 226445 的中 �� 14088（4番人気）
ワイド票数 計 353040 的中 �� 23787（3番人気）�� 57165（1番人気）�� 22935（4番人気）
3連複票数 計 566399 的中 ��� 52533（2番人気）
3連単票数 計 916803 的中 ��� 19704（5番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―11．7―12．6―12．6―13．0―13．3―14．0―12．3―12．1―12．1―12．2―12．5

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�
13．0―24．4―36．1―48．7―1：01．3―1：14．3―1：27．6―1：41．6―1：53．9―2：06．0―2：18．1―2：30．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルメサイア �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2021．12．18 中山4着

2019．4．8生 牡3芦 母 マイネソルシエール 母母 マイネソーサリス 5戦1勝 賞金 12，600，000円
〔3走成績による出走制限〕 フライシュッツ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月1日まで平地競走に出走できな

い。



10067 5月1日 小雨 重 （4福島1） 第6日 第7競走 ��1，700�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
1：43．1
1：40．9

不良
重

79 � ラ ン ス ル ー 牡4栗 57 �島 克駿前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社
ノースヒルズ 542－ 21：46．8 2．5�

11 � ロードインファイト 牡5黒鹿 57
55 △角田 大和 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム B446＋ 2 〃 ハナ 5．7�

68 � マサカウマザンマイ 牡4鹿 57
54 ▲原 優介鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム 478± 01：47．33 15．2�

811 パイプライナー 牡5芦 57 長岡 禎仁 �CHEVAL AT-
TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 B508－ 21：47．51� 5．1�

33 	 アメリカンエール 牡4芦 57 丹内 祐次 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-
oughbreds Ltd. B494－ 41：47．71 6．9�

812 クリノクーニング 牡7鹿 57
56 ☆秋山 稔樹栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 470＋ 81：48．12
 16．0	

22 ア デ ウ ス 牝4鹿 55 斎藤 新平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 448± 01：48．2クビ 55．8

710� シングンジョーイ 牡4鹿 57 菊沢 一樹伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 B454＋ 2 〃 クビ 57．0�
56 ルーパステソーロ 牡4芦 57 西村 淳也了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 538－ 61：48．41 7．9�
55 ナリノヴィエンヌ �4鹿 57 的場 勇人成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B516－ 41：50．5大差 163．8
44 � シゲルタイヨウ �5黒鹿57 木幡 育也山口謙太郎氏 堀内 岳志 浦河 アイオイファーム 456± 01：50．6� 118．1�
67 ト ピ ッ ク ス 牡4鹿 57

56 ☆亀田 温心齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 472± 01：51．55 23．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 25，249，900円 複勝： 32，521，600円 枠連： 7，242，500円
馬連： 35，990，700円 馬単： 18，440，700円 ワイド： 37，781，800円
3連複： 55，587，300円 3連単： 71，556，800円 計： 284，371，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 200円 � 260円 枠 連（1－7） 820円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 370円 �� 560円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 7，750円

票 数

単勝票数 計 252499 的中 � 79226（1番人気）
複勝票数 計 325216 的中 � 94062（1番人気）� 37457（4番人気）� 24493（6番人気）
枠連票数 計 72425 的中 （1－7） 6801（2番人気）
馬連票数 計 359907 的中 �� 33382（2番人気）
馬単票数 計 184407 的中 �� 10699（2番人気）
ワイド票数 計 377818 的中 �� 28169（3番人気）�� 17201（7番人気）�� 9489（14番人気）
3連複票数 計 555873 的中 ��� 16644（6番人気）
3連単票数 計 715568 的中 ��� 6690（11番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．8―31．3―44．9―58．2―1：10．7―1：22．6―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ラ ン ス ル ー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Street Cry

2018．5．3生 牡4栗 母 フェアエレン 母母 Palais Versailles 18戦1勝 賞金 20，220，000円
初出走 JRA

〔3走成績による出走制限〕 ナリノヴィエンヌ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月1日まで平地競走に出走できな
い。

10068 5月1日 小雨 重 （4福島1） 第6日 第8競走 1，150�4歳以上1勝クラス
発走13時35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

44 アルバミノル 牡4鹿 57
55 △角田 大和吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 21：08．3 2．0�

55 サノノヒーロー �4青 57
54 ▲土田 真翔佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 472＋ 41：08．61� 11．2�

88 ヨドノゴールド 牡4鹿 57
54 ▲原 優介海原 聖一氏 西園 正都 浦河 林農場 474＋ 4 〃 クビ 5．6�

11 テイエムハヤテオー 牡4栗 57 岩田 康誠竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 472－ 21：09．34 4．1�
66 ウインラザンツ 牡4鹿 57 丹内 祐次�ウイン 畠山 吉宏 新冠 イワミ牧場 B506－ 2 〃 アタマ 9．5�
33 � ライラテソーロ 牡4鹿 57 荻野 極了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 508＋ 21：09．4クビ 39．2	
77 ブレーヴトライ 牡4芦 57 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 472－ 2 〃 クビ 15．9

89 タガノスペルノヴァ 牡4青鹿57 �島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432－ 21：10．25 19．5�
22 � メイショウウグイス 牝6鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 476－121：10．52 138．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 35，376，200円 複勝： 35，984，600円 枠連： 6，826，900円
馬連： 40，264，100円 馬単： 24，410，100円 ワイド： 39，316，500円
3連複： 56，969，900円 3連単： 110，759，500円 計： 349，907，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 190円 � 160円 枠 連（4－5） 1，120円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 330円 �� 230円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 4，720円

票 数

単勝票数 計 353762 的中 � 139834（1番人気）
複勝票数 計 359846 的中 � 146155（1番人気）� 31469（4番人気）� 42722（3番人気）
枠連票数 計 68269 的中 （4－5） 4698（4番人気）
馬連票数 計 402641 的中 �� 36257（3番人気）
馬単票数 計 244101 的中 �� 13605（5番人気）
ワイド票数 計 393165 的中 �� 29930（3番人気）�� 47997（2番人気）�� 16200（7番人気）
3連複票数 計 569699 的中 ��� 42683（2番人気）
3連単票数 計1107595 的中 ��� 17010（9番人気）

ハロンタイム 9．5―10．9―11．3―11．9―12．1―12．6

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．5―20．4―31．7―43．6―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．6
3 ・（1，8）（4，6）5（2，3）（7，9） 4 ・（1，8）（4，6，5）－（2，3）（7，9）

勝馬の
紹 介

アルバミノル 
�
父 Bobby’s Kitten 

�
母父 Medicean デビュー 2020．11．8 東京8着

2018．2．23生 牡4鹿 母 ア ラ ピ ン タ 母母 Altruiste 13戦2勝 賞金 25，070，000円



10069 5月1日 小雨 稍重 （4福島1） 第6日 第9競走 2，000�
こ お り

桑 折 特 別
発走14時05分 （芝・右）

牝，4歳以上，1勝クラス；負担重量は，55�
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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

35 ビューティーウェイ 牝4栗 55 岩田 康誠大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B426－ 82：01．2 7．2�
23 ヘネラルカレーラ 牝4鹿 55 角田 大和�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 470± 02：01．41� 9．0�
713 エニシノウタ 牝4黒鹿55 �島 克駿岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 452＋ 42：02．03� 4．7�
22 ウインローズブーケ 牝5黒鹿55 荻野 極�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 22：02．1クビ 42．4�
58 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 452－ 22：02．2� 6．1�
46 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 B476＋ 6 〃 アタマ 6．5	
34 ク オ ン タ ム 牝4芦 55 黛 弘人
ミルファーム 村田 一誠 浦河 猿橋 義昭 442± 02：02．3� 55．6�
814 フ ミ チ ャ ン 牝4芦 55 亀田 温心林 文彦氏 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム B490＋102：02．4� 34．6�
815 ピ ナ 牝4鹿 55 秋山 稔樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 高松牧場 B478－ 22：02．5クビ 38．2
611 ルヴァンノワール 牝4鹿 55 藤田菜七子 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 434＋ 42：02．71� 11．6�
610 タウゼントシェーン 牝4青 55 川又 賢治 
社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 422－ 22：02．8クビ 5．4�
11 ラピスデラビオス 牝4鹿 55 藤懸 貴志名古屋友豊� 高野 友和 浦河 谷川牧場 426＋ 62：03．01� 50．1�
47 ローズパルファン 牝5鹿 55 勝浦 正樹 �友駿ホースクラブ 田中 剛 新ひだか 幌村牧場 424－ 82：03．32 15．3�
59 ユーベルント 牝4黒鹿55 原 優介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀内 岳志 新冠 松浦牧場 442± 02：04．04 157．4�
712 スズロザーナ 牝6栗 55 古川 吉洋森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 452＋ 42：04．21 55．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，110，500円 複勝： 46，571，700円 枠連： 12，211，700円
馬連： 58，923，600円 馬単： 25，097，900円 ワイド： 57，666，200円
3連複： 105，722，500円 3連単： 112，050，200円 計： 450，354，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 260円 � 230円 � 190円 枠 連（2－3） 2，200円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 6，200円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 970円 �� 760円

3 連 複 ��� 6，000円 3 連 単 ��� 32，210円

票 数

単勝票数 計 321105 的中 � 35458（5番人気）
複勝票数 計 465717 的中 � 43687（6番人気）� 50723（4番人気）� 70233（2番人気）
枠連票数 計 122117 的中 （2－3） 4285（14番人気）
馬連票数 計 589236 的中 �� 14187（17番人気）
馬単票数 計 250979 的中 �� 3036（38番人気）
ワイド票数 計 576662 的中 �� 12762（19番人気）�� 15187（12番人気）�� 19871（5番人気）
3連複票数 計1057225 的中 ��� 13209（20番人気）
3連単票数 計1120502 的中 ��� 2522（98番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．7―35．3―47．1―59．5―1：11．7―1：23．9―1：36．3―1：48．6

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビューティーウェイ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Monsun デビュー 2020．10．17 京都7着

2018．3．7生 牝4栗 母 セ ル キ ス 母母 Schwarzach 11戦2勝 賞金 21，583，000円

10070 5月1日 雨 重 （4福島1） 第6日 第10競走 ��1，700�
き た か た

喜 多 方 特 別
発走14時40分 （ダート・右）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

22 リリーミニスター �5芦 57 �島 克駿土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 470－141：44．9 5．2�
611 トーアシオン �6栗 57 亀田 温心高山ランド� 辻 哲英 豊浦トーア牧場 484± 0 〃 クビ 8．3�
814 トモジャリア 牡4黒鹿57 武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新冠 オリエント牧場 470＋ 21：45．0� 7．9�
23 サヴァビアン 牡4栗 57 藤懸 貴志岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 442＋181：45．1� 55．3�
11 	 ラヴィータエベラ 牡5黒鹿57 高倉 稜平井 裕氏 田中 克典 日高 白井牧場 508＋ 41：45．41� 2．7�
46 タイセイスラッガー 牡4鹿 57 古川 吉洋田中 成奉氏 高橋 裕 日高 ナカノファーム B528＋ 2 〃 ハナ 4．2	
34 サンキーウエスト 牝5青鹿55 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社

ケイズ 450＋ 61：45．5� 54．9

58 ブリッツェンシチー �6鹿 57 菊沢 一樹 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 B526＋ 41：46．03 99．2�
815	 フューリアス 牡4黒鹿57 黛 弘人ケンレーシング組合 村田 一誠 日高 サンバマウン

テンファーム 436－ 21：46．31� 180．6�
35 アイスシェルフ 牡5黒鹿57 丸山 元気吉田 勝己氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 538－ 61：46．4� 14．3
610 ペイルライダー 牝4鹿 55 西村 淳也市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 クビ 49．0�
712 メイショウナリヒラ 牡4栗 57 泉谷 楓真松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 468± 01：46．61� 24．2�
47 	 チェリーオリオン 牡4栗 57 斎藤 新櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 496－10 〃 クビ 46．3�
713 フォギーデイ 牝5青鹿55 勝浦 正樹岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 484＋ 8 （競走中止） 88．8�

（14頭）
59 インウィクトス 牡5鹿 57 原 優介加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 39，693，600円 複勝： 54，304，000円 枠連： 14，806，400円
馬連： 80，002，900円 馬単： 32，964，000円 ワイド： 65，586，200円
3連複： 125，116，500円 3連単： 152，103，000円 計： 564，576，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 230円 � 230円 枠 連（2－6） 1，710円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 630円 �� 750円 �� 990円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 24，520円

票 数

単勝票数 計 396936 的中 � 60971（3番人気）
複勝票数 計 543040 的中 � 87401（3番人気）� 58435（5番人気）� 58657（4番人気）
枠連票数 計 148064 的中 （2－6） 6706（8番人気）
馬連票数 計 800029 的中 �� 28481（9番人気）
馬単票数 計 329640 的中 �� 7186（10番人気）
ワイド票数 計 655862 的中 �� 27284（7番人気）�� 22558（9番人気）�� 16680（12番人気）
3連複票数 計1251165 的中 ��� 19306（15番人気）
3連単票数 計1521030 的中 ��� 4496（73番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．7―42．0―54．5―1：06．6―1：19．0―1：31．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リリーミニスター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．7．6 中京14着

2017．3．6生 �5芦 母 シーヴァージア 母母 フラワータテヤマ 27戦3勝 賞金 65，884，000円
〔出走取消〕 インウィクトス号は，疾病〔鼻部挫創〕のため出走取消。
〔競走中止〕 フォギーデイ号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 マイネルタイムリー号・マイネルレンカ号



10071 5月1日 雨 重 （4福島1） 第6日 第11競走 ��
��1，700�

あ づ ま こ ふ じ

吾妻小富士ステークス
発走15時20分 （ダート・右）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得
賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，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）

福島市長賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

58 ラ ー ゴ ム 牡4栗 58 	島 克駿林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 526－ 41：43．3 8．9�
47 サンライズラポール 牡5栗 56 西村 淳也松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B518＋ 4 〃 クビ 18．7�
59 ブラックアーメット 牡4黒鹿56 泉谷 楓真窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 506－ 41：43．4
 8．2�
23 ケンシンコウ 牡5鹿 58 丸山 元気天野 克彦氏 小西 一男 新ひだか 静内山田牧場 498－ 21：43．71� 3．1�
35 ベルダーイメル 牡5鹿 56 川島 信二ケーエスHD 本田 優 新冠 川島牧場 456－141：43．8
 19．4�
814 ハギノアトラス 牡6栗 56 武藤 雅安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 492－121：43．9� 21．9�
34 エクレアスパークル 牡8青鹿57 荻野 極李 柱坤氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム B476－ 2 〃 アタマ 7．6	
46 � ニュートンテソーロ 牡5鹿 56 丹内 祐次了德寺健二ホール

ディングス
 田中 博康 米 WinStar
Farm, LLC B504－ 2 〃 ハナ 19．3�

611 メイショウウズマサ 牡6黒鹿57 岩田 康誠松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 504± 01：44．21
 4．1�
11 ペ オ ー ス 5鹿 56 斎藤 新
ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470± 01：44．41� 22．8
610 ミヤジコクオウ 牡5青鹿57 古川 吉洋曽我 司氏 川村 禎彦 日高 Wing Farm 512± 01：44．82� 54．1�
22 � アンセッドヴァウ 5栗 56 角田 大和加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mike G.

Rutherford 446－12 〃 クビ 112．3�
712 ダンツキャッスル 牡6鹿 57 柴山 雄一山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 B496＋161：45．43� 35．7�
713� ヴ ィ ー ダ 7栗 56 勝浦 正樹 
スマイルファーム 鈴木慎太郎 日高 スマイルファーム 450－ 61：45．72 46．4�
815 ケイティクレバー 牡7鹿 56 亀田 温心瀧本 和義氏 清水 英克 千歳 社台ファーム 462± 01：46．44 168．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 85，932，300円 複勝： 103，033，000円 枠連： 43，931，100円
馬連： 231，735，400円 馬単： 83，229，800円 ワイド： 165，370，000円
3連複： 404，159，300円 3連単： 426，869，600円 計： 1，544，260，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 330円 � 430円 � 260円 枠 連（4－5） 1，630円

馬 連 �� 8，920円 馬 単 �� 15，850円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 1，010円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 16，240円 3 連 単 ��� 97，870円

票 数

単勝票数 計 859323 的中 � 77156（5番人気）
複勝票数 計1030330 的中 � 82303（5番人気）� 57897（6番人気）� 113735（3番人気）
枠連票数 計 439311 的中 （4－5） 20887（9番人気）
馬連票数 計2317354 的中 �� 20112（32番人気）
馬単票数 計 832298 的中 �� 3937（59番人気）
ワイド票数 計1653700 的中 �� 15128（36番人気）�� 43531（8番人気）�� 22325（22番人気）
3連複票数 計4041593 的中 ��� 18658（57番人気）
3連単票数 計4268696 的中 ��� 3162（348番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．3―42．7―54．9―1：06．4―1：18．4―1：30．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ ー ゴ ム �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Candy Ride デビュー 2020．7．19 阪神1着

2018．3．2生 牡4栗 母 シュガーショック 母母 Enthusiastically 13戦4勝 賞金 114，109，000円
〔制裁〕 ハギノアトラス号の騎手武藤雅は，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：13番・12番・4番・1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の20頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）20頭 アイオライト号・アオイクレアトール号・アドマイヤハダル号・オヌシナニモノ号・キャプテンドレイク号・

キングハート号・サクセッション号・サトノクロニクル号・シゲルピンクルビー号・ショックアクション号・
ソフトフルート号・ダディーズビビッド号・ディサーニング号・トリプルエース号・ファーストフォリオ号・
プリマジア号・フルデプスリーダー号・ベレヌス号・メイショウテンスイ号・メイショウベンガル号

10072 5月1日 雨 稍重 （4福島1） 第6日 第12競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走16時00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
1：07．0
1：06．0

良
良

22 セイラブミー 牝5黒鹿55 勝浦 正樹�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 472－ 41：11．6 5．5�
55 � テンジュイン 牝5鹿 55

54 ☆泉谷 楓真中村 政夫氏 千田 輝彦 日高 新井 昭二 460± 01：11．8� 8．0�
77 � ケリアテソーロ 牝4鹿 55 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 伊坂 重信 新ひだか 服部 牧場 448－ 21：12．12 21．7�
33 ミ ズ リ ー ナ 牝5鹿 55 的場 勇人北山 敏�氏 的場 均 浦河 ヒダカフアーム 484＋ 61：12．2クビ 10．6	
810� ペプチドルーカス 牡6鹿 57 川又 賢治沼川 一彦氏 吉村 圭司 様似 猿倉牧場 452± 0 〃 クビ 3．1

78 フロスティクォーツ 牡4黒鹿57 丹内 祐次ライオンレースホース� 加藤 和宏 浦河 高昭牧場 466－ 61：12．41 10．4�
44 マイネルホイッスル 牡5黒鹿 57

54 ▲原 優介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 2 〃 ハナ 12．2�

89 � ホウオウエンジェル 牝5鹿 55
54 ☆亀田 温心小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 466－ 61：12．61 3．4

11 コアレスロング 牝4黒鹿 55
53 △角田 大和小林 昌志氏 小野 次郎 平取 雅 牧場 462－ 81：12．81 79．9�

66 � アランチオーネ 牝6栗 55
52 ▲西塚 洸二 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 430＋ 41：14．510 95．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 56，761，500円 複勝： 62，720，800円 枠連： 20，085，800円
馬連： 95，491，100円 馬単： 45，850，400円 ワイド： 75，263，500円
3連複： 136，621，500円 3連単： 218，146，200円 計： 710，940，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 180円 � 230円 � 540円 枠 連（2－5） 2，680円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 4，860円

ワ イ ド �� 870円 �� 2，200円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 15，880円 3 連 単 ��� 90，470円

票 数

単勝票数 計 567615 的中 � 81598（3番人気）
複勝票数 計 627208 的中 � 106066（3番人気）� 74188（4番人気）� 24245（8番人気）
枠連票数 計 200858 的中 （2－5） 5794（8番人気）
馬連票数 計 954911 的中 �� 28355（13番人気）
馬単票数 計 458504 的中 �� 7075（20番人気）
ワイド票数 計 752635 的中 �� 23156（12番人気）�� 8674（25番人気）�� 7423（28番人気）
3連複票数 計1366215 的中 ��� 6450（49番人気）
3連単票数 計2181462 的中 ��� 1748（294番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．4―11．9―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．1―47．0―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイラブミー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．7．6 函館4着

2017．4．11生 牝5黒鹿 母 カハラビスティー 母母 バ ロ ネ ッ セ 23戦2勝 賞金 19，490，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ペプチドルーカス号の騎手川又賢治は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番・1番）

３レース目



（4福島1）第6日 5月1日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 162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

199，480，000円
3，020，000円
24，240，000円
1，710，000円
25，610，000円
68，464，000円
5，281，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
443，146，900円
584，079，600円
163，171，800円
801，887，700円
357，662，800円
695，878，700円
1，333，211，400円
1，589，716，600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 5，968，755，500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 6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。



令和4年度 第1回福島競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，040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

1，233，990，000円
31，540，000円
133，600，000円
9，540，000円
155，620，000円
444，097，000円
35，334，500円
9，984，000円

勝馬投票券売得金
2，577，987，400円
3，523，611，600円
1，026，202，200円
4，624，865，900円
1，934，773，600円
4，164，055，400円
7，949，733，600円
8，666，960，400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 34，468，190，100円

総入場延人員 0名 （有料入場延人員 0名）

特 記 事 項
第 1回福島競馬は，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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