
11065 4月26日 晴 良 （27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

612 マスタープラマー 牡3栗 56
53 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 22：40．7 36．5�

23 ララエクラテール 牡3鹿 56 田中 博康フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 430－ 82：41．23 3．3�
815 マーブルバトル 牡3黒鹿56 荻野 琢真下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 488－ 22：41．3� 5．6�
24 リッチゴールド 牡3栗 56 杉原 誠人大塚 亮一氏 高橋 義忠 新ひだか 岡田スタツド B472－ 62：41．4� 11．2�
714 マイネルリコルド 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム 496－ 22：41．61� 3．3�
35 ショウナンカブト 牡3栗 56 丸田 恭介国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 静内フアーム 464＋ 42：41．7� 21．9	
47 スプリングストーム 牡3鹿 56 吉田 隼人加藤 春夫氏 武井 亮 様似 堀 弘康 450－ 22：41．8� 39．1

816 スクリーンショット 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 428－ 2 〃 ハナ 29．3�
36 デルマワカダンナ 牡3鹿 56 伊藤 工真浅沼 廣幸氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 476＋ 2 〃 クビ 19．4
611 ショウナンランボ 牡3青鹿 56

55 ☆松若 風馬�湘南 高野 友和 日高 森永牧場 464－ 42：42．22� 32．9�
510 トミケンルーシッド 牡3栗 56 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 松永 康利 新ひだか 佐藤 陽一 456－ 22：42．41� 10．3�
713 ショウナンワグナー 牡3鹿 56 丸山 元気国本 哲秀氏 松山 将樹 日高 坂 牧場 464－ 82：42．93 44．2�
59 フレンドリーアロー 牡3黒鹿56 津村 明秀増山 武志氏 武市 康男 新冠 飛渡牧場 442＋ 42：43．11� 49．3�
48 ティーエスベスト 牡3鹿 56 国分 恭介田畑 利彦氏 岩元 市三 日高 Shall Farm 434＋102：43．2クビ 83．5�
12 スーパーコロンブス 牡3黒鹿56 西田雄一郎千明牧場 武藤 善則 浦河 日の出牧場 478－102：43．83� 82．4�
11 ノーススウェル 牝3黒鹿54 的場 勇人 �ダイヤモンドファーム 浅野洋一郎 浦河 北俣牧場 388－ 42：44．01� 125．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，186，600円 複勝： 21，596，300円 枠連： 11，972，900円
馬連： 33，049，600円 馬単： 19，128，000円 ワイド： 21，222，100円
3連複： 46，514，000円 3連単： 59，815，000円 計： 230，484，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，650円 複 勝 � 450円 � 150円 � 160円 枠 連（2－6） 2，160円

馬 連 �� 5，000円 馬 単 �� 11，630円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 2，320円 �� 450円

3 連 複 ��� 9，510円 3 連 単 ��� 81，510円

票 数

単勝票数 計 171866 的中 � 3765（10番人気）
複勝票数 計 215963 的中 � 8841（8番人気）� 44338（1番人気）� 38208（2番人気）
枠連票数 計 119729 的中 （2－6） 4282（8番人気）
馬連票数 計 330496 的中 �� 5117（16番人気）
馬単票数 計 191280 的中 �� 1233（40番人気）
ワイド票数 計 212221 的中 �� 3032（18番人気）�� 2230（29番人気）�� 13325（2番人気）
3連複票数 計 465140 的中 ��� 3665（27番人気）
3連単票数 計 598150 的中 ��� 532（232番人気）

ハロンタイム 13．1―11．0―11．4―13．1―12．6―12．5―12．9―13．5―12．9―11．9―11．7―11．8―12．3

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�
13．1―24．1―35．5―48．6―1：01．2―1：13．7―1：26．6―1：40．1―1：53．0―2：04．9―2：16．6―2：28．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マスタープラマー �
�
父 コンデュイット �

�
母父 Cozzene デビュー 2014．11．15 東京10着

2012．5．12生 牡3栗 母 スマーティコジーン 母母 Lavish Gift 6戦1勝 賞金 5，000，000円

11066 4月26日 晴 良 （27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

11 イワヌガハナ �3黒鹿 56
55 ☆松若 風馬國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 462－ 41：09．3 6．8�

23 クリノスイートピー 牝3黒鹿54 杉原 誠人栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 416－161：09．51� 41．5�
815 ハッピーノリチャン 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 442± 01：09．71� 3．3�
36 ベツァオバーン 牝3黒鹿54 黛 弘人 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 394＋101：09．8� 6．8�
611 タケショウビクター 牡3黒鹿56 津村 明秀�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 482－ 8 〃 クビ 10．6�
47 ベーリングメファ 牝3栗 54 丸山 元気手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 436＋ 41：09．9� 3．2	
35 ホーリーエンジェル 牝3黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太天堀 忠博氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム 430＋121：10．11� 14．0

612 タカラフェニックス 牝3黒鹿54 丸田 恭介村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 418－121：10．31� 81．0�
713 スプリングムサシ 牡3鹿 56 伊藤 工真加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 B426－ 61：10．51� 96．3�
510 テイエムヤンチャボ 牝3芦 54 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 414± 0 〃 クビ 14．7
59 クロンヌドスリジェ 牝3青鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 石川 新一 440 ―1：10．6� 147．9�
24 ツクバレガーロ 牡3栗 56 西田雄一郎細谷 武史氏 蛯名 利弘 日高 坂田牧場 B466－101：11．23� 32．4�
12 � ウプルヴァン �3鹿 56 吉田 隼人前田 幸治氏 萩原 清 米 Summer

Wind Farm B508 ―1：11．3	 52．2�
816 サマーグレース 牝3栗 54 大庭 和弥セゾンレースホース� 池上 昌弘 新冠 松本 信行 466 ―1：11．51� 127．0�
48 � セイウンシャイニー 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Pratap Racecite-
ment Pot Ltd 454－ 61：12．24 199．3�

714 メイショウユメオイ 牝3栗 54 田中 博康松本 好雄氏 藤沢 則雄 様似 中脇 一幸 456 ―1：15．2大差 138．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，285，700円 複勝： 24，150，200円 枠連： 9，640，400円
馬連： 30，418，500円 馬単： 17，447，700円 ワイド： 18，120，200円
3連複： 40，000，800円 3連単： 59，371，900円 計： 218，435，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 220円 � 940円 � 180円 枠 連（1－2） 2，790円

馬 連 �� 9，990円 馬 単 �� 14，830円

ワ イ ド �� 2，940円 �� 650円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 12，570円 3 連 単 ��� 86，600円

票 数

単勝票数 計 192857 的中 � 22650（3番人気）
複勝票数 計 241502 的中 � 31225（4番人気）� 5089（9番人気）� 40780（2番人気）
枠連票数 計 96404 的中 （1－2） 2669（14番人気）
馬連票数 計 304185 的中 �� 2358（29番人気）
馬単票数 計 174477 的中 �� 882（48番人気）
ワイド票数 計 181202 的中 �� 1534（29番人気）�� 7568（4番人気）�� 1794（27番人気）
3連複票数 計 400008 的中 ��� 2385（39番人気）
3連単票数 計 593719 的中 ��� 497（265番人気）

ハロンタイム 12．4―10．4―11．2―11．8―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．8―34．0―45．8―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イワヌガハナ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．11．2 東京5着

2012．4．25生 �3黒鹿 母 マッチオブジュエル 母母 マッチザピース 7戦1勝 賞金 8，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウユメオイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月26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。
（非当選馬） 3頭 エイシンパライソ号・キャロライン号・リベルテラミューズ号


