
11065 4月27日 晴 良 （26福島1）第6日 第5競走 ��2，600�サラブレッド系3歳
発走12時10分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

611 クインズストーム 牡3芦 56 柴山 雄一 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新ひだか 佐竹 学 462± 02：42．0 5．1�
24 ギャングセブン 牡3栗 56 津村 明秀 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 466－ 42：42．32 16．7�
36 スズカヴァンガード �3栗 56

53 ▲長岡 禎仁永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 472± 02：42．51� 5．1�
510 ヤマニンルポ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B480－ 82：42．71� 7．3�
713 ダ イ ナ ソ ア 牡3鹿 56 中谷 雄太岡田 牧雄氏 森田 直行 日高 宝寄山 忠則 462－ 42：43．12� 6．3	
815 ルヴェソンヴェール 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 490－ 82：43．2クビ 4．3

35 カネコメシルキー 牡3黒鹿56 丸田 恭介髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 守矢牧場 B450－10 〃 クビ 26．0�
816 グローバルメジャー 牡3栗 56 嘉藤 貴行永田 清男氏 土田 稔 平取 原田 新治 452－142：43．83� 167．2�
714 トミケンパシエンテ 牡3栗 56 丸山 元気冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 474± 02：44．43� 32．8
612� アイリッシュギフト 牡3鹿 56 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 英 Christopher &
Annabelle Mason 510± 02：44．82� 12．3�

11 バトルランチャ 牡3栗 56 松田 大作宮川 秋信氏 伊藤 大士 日高 合資会社カ
ネツ牧場 500－ 82：44．9� 18．9�

12 ステイバンク 牝3栗 54 高田 潤井上 久光氏 柴田 政人 浦河 大道牧場 386± 02：45．21	 63．5�
23 スリースラッガー 牡3栗 56 古川 吉洋永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 470－ 62：45．52 109．3�
47 ファイントライ 牡3栗 56 的場 勇人井山 登氏 的場 均 日高 出口牧場 B490－ 42：46．35 39．3�
59 マイネグリンダ 牝3栗 54 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 424－ 42：46．4� 103．6�
48 ウインゼーヴィント 牡3黒鹿56 伊藤 工真�ウイン 上原 博之 平取 スガタ牧場 492－ 42：48．7大差 100．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，963，100円 複勝： 29，038，600円 枠連： 10，343，600円
馬連： 31，081，000円 馬単： 21，314，700円 ワイド： 17，353，800円
3連複： 45，757，100円 3連単： 71，122，700円 計： 243，974，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 510円 � 180円 枠 連（2－6） 3，890円

馬 連 �� 5，640円 馬 単 �� 9，810円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 430円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 7，780円 3 連 単 ��� 48，740円

票 数

単勝票数 計 179631 的中 � 27850（3番人気）
複勝票数 計 290386 的中 � 49603（2番人気）� 11572（7番人気）� 46862（3番人気）
枠連票数 計 103436 的中 （2－6） 1966（16番人気）
馬連票数 計 310810 的中 �� 4074（20番人気）
馬単票数 計 213147 的中 �� 1605（34番人気）
ワイド票数 計 173538 的中 �� 2825（15番人気）�� 11073（2番人気）�� 3037（11番人気）
3連複票数 計 457571 的中 ��� 4342（17番人気）
3連単票数 計 711227 的中 ��� 1077（127番人気）

ハロンタイム 13．0―10．7―11．6―13．2―13．0―12．9―13．1―13．5―12．3―11．8―12．0―12．1―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�
13．0―23．7―35．3―48．5―1：01．5―1：14．4―1：27．5―1：41．0―1：53．3―2：05．1―2：17．1―2：29．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クインズストーム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．9．8 中山3着

2011．4．8生 牡3芦 母 ケイアイベローナ 母母 レディベローナ 8戦1勝 賞金 10，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインゼーヴィント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月27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。
（非当選馬） 2頭 シゲルヒダカ号・パワーショット号

11066 4月27日 晴 良 （26福島1）第6日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時40分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．5

良
良

510 ヨッテウタッテ 牝3鹿 54
51 ▲松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 中地 康弘 456－ 61：10．0 2．8�

47 ベルプラージュ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 追分ファーム 446＋101：10．1� 3．4�
23 ラヴィングルック 牝3黒鹿54 木幡 初広 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 81：10．73� 9．4�
612 ヴァッフシュテルケ 牡3青鹿56 中舘 英二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 440－ 41：10．91 7．8�
713 エフティコゼット 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 414＋ 4 〃 ハナ 125．0�
714 セクシイガール 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 454－ 4 〃 ハナ 5．7	
48 マコトシニョーラ 牝3鹿 54 丹内 祐次
ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 404 ― 〃 クビ 76．5�
36 チリペッパー 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462＋ 61：11．32� 32．2�

611 タガノエスガール 牝3栗 54 松田 大作八木 良司氏 浜田多実雄 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 446＋18 〃 クビ 31．3

816 ワイレアゴールド 牝3黒鹿54 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 新冠 ハクツ牧場 418－ 41：11．4� 67．7�
59 ピュアバンビーノ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 434－141：11．5クビ 216．0�
12 ラブリードレス 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太安倍 光昭氏 星野 忍 新ひだか 岡田 猛 456－101：12．13� 202．4�
35 ラ ダ ム ド ー 牝3栗 54 丸田 恭介栗山 良子氏 上原 博之 日高 新井 昭二 440＋ 8 〃 クビ 18．2�
11 ダイワゴージャス 牝3栗 54 柴山 雄一大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 430－ 2 〃 アタマ 82．3�
24 ロゼウイナー 牝3黒鹿54 的場 勇人髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 410－ 61：12．42 146．8�
815 デルマブルマ 牝3黒鹿54 伊藤 工真浅沼 廣幸氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 402 ―1：13．03� 52．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，618，800円 複勝： 24，674，200円 枠連： 8，486，000円
馬連： 25，531，000円 馬単： 19，104，100円 ワイド： 14，444，600円
3連複： 36，802，400円 3連単： 65，889，100円 計： 212，550，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 150円 � 230円 枠 連（4－5） 530円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 230円 �� 450円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 5，420円

票 数

単勝票数 計 176188 的中 � 50056（1番人気）
複勝票数 計 246742 的中 � 68322（1番人気）� 46509（2番人気）� 20938（5番人気）
枠連票数 計 84860 的中 （4－5） 11994（1番人気）
馬連票数 計 255310 的中 �� 38001（1番人気）
馬単票数 計 191041 的中 �� 14552（2番人気）
ワイド票数 計 144446 的中 �� 18196（1番人気）�� 7397（6番人気）�� 5949（8番人気）
3連複票数 計 368024 的中 ��� 18516（4番人気）
3連単票数 計 658891 的中 ��� 8974（11番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．3―11．7―11．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．4―34．7―46．4―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨッテウタッテ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．10．26 京都6着

2011．3．30生 牝3鹿 母 オジャッタモンセ 母母 メ ロ ン パ ン 11戦1勝 賞金 14，150，000円
〔制裁〕 ヴァッフシュテルケ号の騎手中舘英二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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 アイティルビー号・ベルモントラハイナ号


