
１００７３ ４月２２日 晴 重 （１８福島１）第７日 第１競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走９時５５分 （ダート・右）

牝，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

１：４３．５
１：４１．９

良

重

６１０ ショウナンラノビア 牝３栗 ５４ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４９８ ―１：４８．２ １０．５�

７１２ ショウワインラヴ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹�昭和牧場 星野 忍 浦河 昭和牧場 ４２４－１０１：４８．５２ ２１．１�
７１３ デザートバード 牝３栗 ５４ 柴田 善臣鈴木 芳夫氏 中島 敏文 静内 松田 三千雄 ４４２＋ ２１：４９．１３� １０．３�
５８ � ヤマニンリュクス 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 ４３８－ ８ 〃 クビ １．９�
８１５ リンガスパートナー 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮山科 統氏 境 征勝 静内 藤川フアーム ４８４± ０１：４９．２クビ １８．３�
５９ ミネルバソング 牝３栗 ５４

５１ ▲塚田 祥雄細谷 典幸氏 国枝 栄 静内 桜井牧場 B４７４＋ ２１：４９．３� １１．５�
２２ スプリングダイアン 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一加藤 春夫氏 堀 宣行 様似 堀 弘康 ４３４＋ ６１：４９．９３� ８．２	
４７ � ロドリーバニヤン 牝３栗 ５４ 木幡 初広津村 靖志氏 宗像 義忠 浦河 小倉牧場 ４４０＋ ２１：５０．３２� １１．３

３４ � ガイアレインボー 牝３栗 ５４ 村田 一誠アローネットサービス� 佐藤 吉勝 静内 桜井牧場 ５０６－ ４１：５０．５１� ５９．７�
４６ � オ ー セ イ コ 牝３黒鹿 ５４

５２ △吉田 隼人馬場瑛八郎氏 田子 冬樹 門別 新井 昭二 ４５２＋ ２１：５０．６� ３７９．８
８１４ ヒカルファンタジー 牝３鹿 ５４ 田面木博公��昭牧場 蛯名 信広 浦河 高昭牧場 B４４６＋ ２１：５１．０２� ３２７．２�
１１ トーアアストラエア 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行東亜駿馬� 中川 公成 豊浦トーア牧場 ４７４＋ ２１：５１．３１� ２５７．２�
２３ ウ イ ッ チ 牝３栗 ５４

５２ △鮫島 良太�瀬 真尚氏 相沢 郁 門別 本間牧場 ４３４＋ ４１：５１．４� １０．０�
３５ ベルモントクリーム 牝３鹿 ５４ 武士沢友治 �ベルモントファーム 中野渡清一 新冠 ベルモント

ファーム ４１８－ ４１：５２．０３� ６５．３�
６１１ セレサボニータ 牝３栗 ５４ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４４６－ ２１：５２．１� ６８１．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８，３８５，２００円 複勝： １１，７７５，４００円 枠連： １０，０１４，５００円

普通馬連： ３１，２４９，８００円 馬単： ３２，７１５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ９，６２１，５００円

３連複： ４８，２４９，０００円 ３連単： 発売なし 計： １５２，０１０，５００円

払 戻 金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ４００円 � ４４０円 � ２４０円 枠 連（６－７） ３，２１０円

普通馬連 �� １２，７１０円 馬 単 �� １７，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９５０円 �� １，４６０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� ２６，９２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ８３８５２ 的中 � ６３４０（５番人気）
複勝票数 計 １１７７５４ 的中 � ７３７０（６番人気）� ６６３５（８番人気）� １４６８４（３番人気）
枠連票数 計 １００１４５ 的中 （６－７） ２３０４（１５番人気）
普通馬連票数 計 ３１２４９８ 的中 �� １８１５（３７番人気）
馬単票数 計 ３２７１５１ 的中 �� １３４５（６２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９６２１５ 的中 �� ７９１（３０番人気）�� １６５１（１５番人気）�� １３７０（２０番人気）
３連複票数 計 ４８２４９０ 的中 ��� １３２３（７８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―２９．７―４２．５―５５．８―１：０８．７―１：２１．８―１：３４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．５
１
３
１４（３，９）２（１，１２）（６，８，１３）（５，７）（４，１０）（１１，１５）・（１４，３，９，１２，１３）（２，８，１０）（７，１５）（１，６，５）－４，１１

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

勝馬の
紹 介

ショウナンラノビア �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ヘクタープロテクター 初出走

２００３．５．１９生 牝３栗 母 ショウナンアクシア 母母 ショウナンプリティ １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 ミネルバソング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔３走成績による出走制限〕 ヒカルファンタジー号は，平成１８年５月２２日まで平地競走に出走できない。



１００７４ ４月２２日 晴 良 （１８福島１）第７日 第２競走 ��２，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時２５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

２：３７．４
２：３７．４

良

良

５７ タニノディキディキ 牡３鹿 ５６
５４ △鮫島 良太谷水 雄三氏 友道 康夫 静内 カントリー牧場 ４４０－ ８２：４５．２ １１．３�

７１１� ウインカームネス 牡３栃栗５６ 藤岡 佑介�ウイン 鮫島 一歩 新冠 ラツキー牧場 ４７２＋２０２：４５．４１ ５．４�
３４ シルクスピリット 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹有限会社シルク中野渡清一 門別 ヤナガワ牧場 ４７０－１０２：４５．５� ５．３�
７１２� サチノウイナーズ 牡３鹿 ５６ 柴原 央明佐藤 幸彦氏 加藤 敬二 新冠 五丸 忠雄 ４９８－ ４ 〃 ハナ １７４．４�
６９ � ブラックディーノ 牡３黒鹿５６ 木幡 初広菅原 史博氏 増沢 末夫 静内 石川 新一 ４８６－ ２２：４５．９２� ４１．２�
４６ � ダイワローンスター 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一大城 敬三氏 増沢 末夫 千歳 社台ファーム B４７６－１０ 〃 アタマ ３．２�
５８ � トーアギンガ 牡３芦 ５６

５３ ▲中村 将之東亜駿馬� 柴田 政見 豊浦トーア牧場 ５１２－１２２：４７．５１０ ９８．８	
８１３ グラスアバンテ 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一半沢
 増本 豊 静内 増本牧場 ４５６± ０２：４７．８２ １６２．５�
３３ �� スマートスパイラル 牡３青 ５６ 中舘 英二大川 徹氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４８０－ ４２：４８．０１� ７．０�
２２ � リードインアゲーム 牡３青 ５６

５３ ▲的場 勇人田中 晴夫氏 的場 均 新冠 飛渡牧場 ４８２－ ６２：５０．２大差 ３０．９
１１ � メイプレンピーチ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎
ミルファーム 小笠 倫弘 新冠 堤 牧場 ４１８－ ８２：５０．４１� ５６．１�
８１４� マイネルオルペウス 牡３芦 ５６ 村田 一誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中川 公成 新冠 セントラルスタツド B４５４＋ ２２：５０．９３ ４．８�
４５ ジョオウヘイカ 牝３栗 ５４

５１ ▲上野 翔栗嶋 豊明氏 野元 昭 三石 谷山 和喜 ４７８－１４２：５３．９大差 １９７．２�
６１０�� セレナドリーム 牡３青鹿５６ 柴田 善臣島川 利子氏 菅原 泰夫 三石 田中 春美 B４６４－ ６２：５６．２大差 ３７．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ６，３２８，６００円 複勝： ８，１２６，０００円 枠連： ９，５６９，３００円

普通馬連： ２９，４６１，０００円 馬単： ２９，０２０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ８，０１１，４００円

３連複： ４４，６９８，８００円 ３連単： 発売なし 計： １３５，２１５，６００円

払 戻 金

単 勝 � １，１３０円 複 勝 � ２８０円 � ２６０円 � ２１０円 枠 連（５－７） ３，１７０円

普通馬連 �� ２，５１０円 馬 単 �� ７，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０９０円 �� ７００円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ４，８４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ６３２８６ 的中 � ４４５２（６番人気）
複勝票数 計 ８１２６０ 的中 � ７４１０（６番人気）� ７９７９（５番人気）� １１４０１（３番人気）
枠連票数 計 ９５６９３ 的中 （５－７） ２２２８（１４番人気）
普通馬連票数 計 ２９４６１０ 的中 �� ８６８２（１３番人気）
馬単票数 計 ２９０２０５ 的中 �� ３０４９（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８０１１４ 的中 �� １７７０（１４番人気）�� ２８９３（１０番人気）�� ２８０３（１１番人気）
３連複票数 計 ４４６９８８ 的中 ��� ６８２１（１６番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．４―１２．４―１２．７―１２．２―１２．２―１３．４―１３．９―１２．７―１２．４―１２．６―１３．０―１３．３

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�
１３．０―２４．４―３６．８―４９．５―１：０１．７―１：１３．９―１：２７．３―１：４１．２―１：５３．９―２：０６．３―２：１８．９―２：３１．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タニノディキディキ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００６．２．２６ 阪神５着

２００３．５．１５生 牡３鹿 母 カガヤキマイカ 母母 アングシヤスフレンド ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルオルペウス号・ジョオウヘイカ号は，平成１８年５月２２日まで平地競走に出走できない。

メイプレンピーチ号・セレナドリーム号は，平成１８年６月２２日まで平地競走に出走できない。



１００７５ ４月２２日 晴 重 （１８福島１）第７日 第３競走 ��１，１５０�サラブレッド系３歳
発走１０時５５分 （ダート・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

１：０７．７
１：０７．７

良

良

５１０ カシノエスケイプ 牝３栗 ５４
５１ ▲塚田 祥雄柏木 務氏 梅内 忍 えりも えりもホースクラブ ４７２＋ ２１：１０．４ ２０．５�

８１５� プリティオクパシオ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム ４３８＋１０１：１１．３５ ３．１�
２４ � ベ ロ ー チ ェ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 ４５４－ ６１：１１．５１ ２．３�
４７ � カネツサンバ 牝３栗 ５４

５２ △丹内 祐次�カネツ牧場 清水 美波 門別 合資会社カ
ネツ牧場 ４２４＋ ４１：１１．７１� １７．７�

３６ タマモヘヴン 牡３鹿 ５６
５４ △津村 明秀タマモ� 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４７０－ ８ 〃 クビ ６．２�

５９ �� ニホンピロアリエル 牝３栗 ５４ 橋本 美純小林百太郎氏 服部 利之 浦河 日田牧場 ４４０－１０１：１１．８クビ ４５．１	
７１３ マームリップス 牝３芦 ５４ 長谷川浩大中野 正則氏 大根田裕之 浦河 江島牧場 ４４６＋ ６１：１１．９� ６９．２

１１ ナムラキャラバン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二奈村 信重氏 田村 康仁 門別 いとう牧場 ４８２ ―１：１２．１１ １９．１�
２３ � メイショウイグアス 牡３黒鹿５６ 内田 浩一松本 和子氏 田島 良保 三石 水丸牧場 ４６２－１０１：１２．４２ ９２．２�
１２ �� ナモンジェット 牡３鹿 ５６ 木幡 初広�南原商事 本間 忍 門別 坂田牧場 ４４０－ ６１：１３．１４ ２５９．３
６１２�� グレートセイウン 牡３鹿 ５６ 畑端 省吾大石 秀夫氏 梅田 康雄 静内 富岡 廣光 ４６８－ ２１：１３．２クビ ２６８．９�
４８ �� トーホウイチバン 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 白老 白老ファーム ４６６ ― 〃 クビ １３５．６�
７１４� リュウスパイク 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一福井 章哉氏 武藤 善則 森 笹川大晃牧場 ４５０－ ６１：１３．４１� ２２０．０�
８１６� リバティアイランド 牡３栗 ５６ 石崎 隆之山上 和良氏 和田 正道 浦河 熊谷 武 ５２８＋ ４１：１３．５� １５．２�

（船橋）

３５ � フジマサプリンセス 牝３鹿 ５４ 高橋 智大藤原 正一氏 奥平 雅士 門別 千葉飯田牧場 ４１２＋ ８１：１３．９２� ３３８．６�
６１１ シゲルオオビケ 牡３鹿 ５６

５３ ▲中村 将之森中 蕃氏 坪 憲章 三石 沖田 繁 B４６６－ ４ （競走中止） ２８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，２９１，７００円 複勝： ９，３８７，７００円 枠連： １２，３３３，４００円

普通馬連： ２６，７２３，６００円 馬単： ３２，５４０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ９，０５９，９００円

３連複： ４５，９６０，７００円 ３連単： 発売なし 計： １４４，２９７，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２，０５０円 複 勝 � ２８０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（５－８） １，０２０円

普通馬連 �� ２，２７０円 馬 単 �� ５，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ５５０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，９２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ８２９１７ 的中 � ３２００（７番人気）
複勝票数 計 ９３８７７ 的中 � ６１７８（６番人気）� ２１１０８（２番人気）� ２２４０９（１番人気）
枠連票数 計 １２３３３４ 的中 （５－８） ８９７８（４番人気）
普通馬連票数 計 ２６７２３６ 的中 �� ８６９０（７番人気）
馬単票数 計 ３２５４０９ 的中 �� ４０７４（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９０５９９ 的中 �� ２４７４（１０番人気）�� ３８８１（４番人気）�� ９６３０（２番人気）
３連複票数 計 ４５９６０７ 的中 ��� １７７４０（３番人気）

ハロンタイム ９．８―１０．８―１１．３―１２．６―１２．６―１３．３

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．８―２０．６―３１．９―４４．５―５７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．８―３F３８．５
３ １５（７，１０，９）（１，２）（４，６）１１－（３，１２，１６）－（５，１３）－８－１４ ４ １５（７，１０）９，１（２，６）４，３，１２，１３，５－８－１４，１６

勝馬の
紹 介

カシノエスケイプ �
�
父 スズカストリート �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２００５．１２．２４ 阪神１３着

２００３．４．２７生 牝３栗 母 サンカンピアレス 母母 ウィリアムズヴィル ６戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔競走中止〕 シゲルオオビケ号は，競走中に疾病〔右第３中手骨開放骨折〕を発症し，３コーナーで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 ビオンディーナ号・ルシファー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１００７６ ４月２２日 晴 良 （１８福島１）第７日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時２５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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

５１０ アースクリスハーン 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉松山 増男氏 野元 昭 浦河 アイオイファーム ４９４－ ８１：５１．０ ２．１�

３６ � ミヤコタイガー 牡３栗 ５６ 石崎 隆之吉田喜代司氏 古賀 慎明 青森 明成牧場 ４８４－ ２１：５１．２１� ８．０�
（船橋）

４８ � ハセノビリーブ 牡３栗 ５６ 石橋 脩長谷川�一氏 二ノ宮敬宇 門別 大江牧場 ４４４－ ６１：５１．３� １５１．８�
２３ � クロコアイト 牡３栗 ５６

５４ △丹内 祐次加藤 徹氏 松永 勇 新冠 松田 富士夫 ４７０－ ４１：５１．４� ６０．０�
６１２ ダイワストーミー �３鹿 ５６ 柴田 善臣大城 敬三氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：５１．７１� ４．３�
７１３� ミヤギブレイド 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行菅原 光博氏 大和田 稔 新冠 カミイスタット ４３４－ ２１：５１．８クビ ２３．１�
７１４� ブーケティアラ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介小野田健治氏 藤岡 健一 門別 日高大洋牧場 ４５０－ ４１：５２．１１� ６．８�
８１５ マーカッシン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊荒井 壽明氏 伊藤 伸一 門別 サンシャイン

牧場 ４３８－ ４１：５２．３１ １４．１	
３５ � エムケイシャイン 牝３鹿 ５４

５１ ▲水出 大介三浦 卓夫氏 保田 一隆 門別 天羽 禮治 ４１８± ０１：５２．５１	 ４８９．６

５９ � マイネルプリメーロ 牡３栗 ５６ 鈴来 直人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 平井 雄二 新冠 コスモビューファーム B３９４－１０１：５２．６� １５７．８�
１１ � クリノダグラス 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹栗本 博晴氏 萱野 浩二 新冠 ハクツ牧場 ４４２－ ８１：５２．７� １９３．６
８１６ ダンツタンチョウ 牡３鹿 ５６

５４ △鮫島 良太山元 哲二氏 谷 潔 様似 スイートフアーム ４２４± ０１：５２．９１� １１２．１�
２４ � バブルケット 牡３青鹿５６ 木幡 初広森田 一夫氏 大和田 稔 門別 長谷川牧場 ４５４ ―１：５３．３２� ８８．８�
４７ クレセントクレスト 牡３栗 ５６ 中舘 英二 �ノースヒルズマネ

ジメント 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２－ ２１：５３．６１� １０．０�
６１１�� グレイトエリナ 牝３芦

５４
５１ ▲塚田 祥雄松本 兼吉氏 本間 忍 静内 和田牧場 ４３２± ０１：５３．８１� ２７０．１�

（１５頭）
１２ メイショウダンディ 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎松本 好雄氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ９，６２９，５００円 複勝： １１，０２６，１００円 枠連： １２，２６３，３００円

普通馬連： ３２，８７７，７００円 馬単： ３６，２６１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ９，９７５，２００円

３連複： ４７，５５２，２００円 ３連単： 発売なし 計： １５９，５８５，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � １，７７０円 枠 連（３－５） ６９０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ３，２５０円 �� ７，１３０円

３ 連 複 ��� １９，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ９６２９５（返還計 １５） 的中 � ３６７９２（１番人気）
複勝票数 差引計 １１０２６１（返還計 ２１） 的中 � ３１７８９（１番人気）� １２５９５（４番人気）� １０４９（１０番人気）
枠連票数 差引計 １２２６３３（返還計 １ ） 的中 （３－５） １３２４４（３番人気）
普通馬連票数 差引計 ３２８７７７（返還計 ６０５） 的中 �� ３５８３６（２番人気）
馬単票数 差引計 ３６２６１１（返還計 ３７８） 的中 �� ２０５６７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ９９７５２（返還計 １０３） 的中 �� ７９３０（３番人気）�� ７０５（２５番人気）�� ３１７（４６番人気）
３連複票数 差引計 ４７５５２２（返還計 １４８８） 的中 ��� １８３６（４５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１２．９―１３．０―１１．９―１２．２―１２．０―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３７．４―５０．４―１：０２．３―１：１４．５―１：２６．５―１：３８．６

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

アースクリスハーン �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．６．１９ 函館５着

２００３．５．１８生 牡３栗 母 ハヤベニコマチ 母母 ターンツーダイナ ８戦１勝 賞金 １４，１００，０００円
〔出走取消〕 メイショウダンディ号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ダンツタンチョウ号の騎手中村将之は，第３競走での落馬による検査のため鮫島良太に変更。
〔発走状況〕 マーカッシン号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔３走成績による出走制限〕 グレイトエリナ号は，平成１８年５月２２日まで平地競走に出走できない。
※ミヤギブレイド号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１００７７ ４月２２日 晴 良 （１８福島１）第７日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時５５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

１２ シアトルナカヤマ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲水出 大介�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４６０－ ６１：１１．１ １４．８�

３５ キラースマイル 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲塚田 祥雄橘 大生氏 領家 政蔵 門別 川島 貞二 B４９０＋ ８１：１２．３７ ３．４�

２３ �� シ ュ ン キ チ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩石川 博氏 川村 禎彦 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４９８－ ６ 〃 アタマ １６５．０�

８１６� マッキーバクシン 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 早来 吉田 三郎 B４２０± ０１：１２．４� ２４８．９�
５９ 	 コスモセドナ 牝３栗 ５２

５０ △吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 豪 Mrs S Suduk ４４４± ０１：１２．５� １８．３�
７１４� ライフブリーズ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 �田 研二 静内 岡田スタツド ４２４－ ４１：１２．７１
 ７．７	
４８ アポロガイア 牝３鹿 ５４ 石神 深一アポロサラブレッドクラブ 佐藤 吉勝 門別 正木 茂夫 ４９０－１４１：１２．８� ３６．５

１１ � アイトサクラ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広新井 孝治氏 内藤 一雄 浦河 岡本 昌市 ４５２＋ ４ 〃 クビ ２４．８�
７１３� ダイワスラッガー 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一大城 敬三氏 増沢 末夫 新冠 ハクツ牧場 ４８６－ ６ 〃 ハナ ４．６�
５１０ ランナップアゲン 牡３黒鹿 ５６

５４ △丹内 祐次浅川 皓司氏 中野 栄治 静内 三木田 明仁 ４６０－ ４ 〃 ハナ ２１７．１
２４ �� コスモストライプ 牝３栗 ５４ 南田 雅昭 �ビッグレッドファーム 南田美知雄 浦河 地興牧場 ４１２± ０１：１２．９クビ ２１６．５�
８１５� シースケープ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治石川 儀治氏 菅原 泰夫 新冠 ハシモトフアーム ４８６－ ６１：１３．１１
 ４３．８�
６１１� タツシークレット 牝３黒鹿５４ 中舘 英二鈴木 昭作氏 根本 康広 浦河 大島牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ ９．９�
６１２� スーパーアンカー 牡３栗 ５６

５３ ▲佐藤 聖也�協栄 中島 敏文 静内 金 宏二 ４６０－ ２１：１３．５２� ２６．６�
４７ リ ン デ ン 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一�富田牧場 岡田 稲男 浦河 富田牧場 ４２２－ ２ 〃 クビ １５０．４�
３６ � キャスケードブーケ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４４０＋ ６１：１４．１３� ４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，５０４，５００円 複勝： １１，９１１，３００円 枠連： １７，２３０，５００円

普通馬連： ３４，８２８，８００円 馬単： ４１，５４７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １０，５７０，５００円

３連複： ５３，０３３，６００円 ３連単： 発売なし 計： １７８，６２７，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，４８０円 複 勝 � ３５０円 � ２１０円 � ２，３３０円 枠 連（１－３） １，０００円

普通馬連 �� ２，５２０円 馬 単 �� ６，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� １３，０２０円 �� ５，３８０円

３ 連 複 ��� ５８，０７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ９５０４５ 的中 � ５０８３（６番人気）
複勝票数 計 １１９１１３ 的中 � ８７６８（６番人気）� １９０９０（２番人気）� １０７６（１２番人気）
枠連票数 計 １７２３０５ 的中 （１－３） １２７６１（５番人気）
普通馬連票数 計 ３４８２８８ 的中 �� １０２３８（１０番人気）
馬単票数 計 ４１５４７９ 的中 �� ４９１４（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０５７０５ 的中 �� ３５２２（７番人気）�� １９３（７７番人気）�� ４７１（４９番人気）
３連複票数 計 ５３０３３６ 的中 ��� ６７４（１４０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．２―１１．９―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．２―４６．１―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シアトルナカヤマ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 ロードザキヤノンズ デビュー ２００５．１１．１３ 東京４着

２００３．４．２０生 牡３黒鹿 母 セノエティアラ 母母 マルノシラオキ ５戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔騎手変更〕 コスモセドナ号の騎手中村将之は，第３競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
〔３走成績による出走制限〕 ランナップアゲン号は，平成１８年５月２２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 ウインカスケード号・キラメキパスワード号・バッドフォーチュン号



１００７８ ４月２２日 晴 良 （１８福島１）第７日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４５分（番組第７競走を順序変更） （芝・右）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．３．２５以降４歳
５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着
馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

７９ フォルテベリーニ 牡４栗 ５７ 中舘 英二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ５００＋２０１：４９．０ ８．４�

５６ ドクターグリム 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 門別 庄野牧場 ４４８－１０１：４９．２１� ２．３�
８１２�� ニシノイチバンボシ 牡６鹿 ５７

５４ ▲塚田 祥雄西山 茂行氏 古賀 慎明 鵡川 西山牧場 ４７４－ ４１：４９．３� ９．０�
６７ ツモルランサー 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉中野 正則氏 野元 昭 浦河 村下牧場 B４７４＋ ２１：４９．６１� １２．４�
６８ �� フジマサチャンプ 牡７栗 ５７ 大西 直宏藤原 正一氏 佐々木亜良 門別 中川 浩典 ４３６－ ４１：４９．７	 ３．４�
１１ � マイネルゴーシュ 牡４芦 ５７ 土谷 智紀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 荻伏三好フ
アーム ４３４＋ ２１：５０．０２ １８．４	

２２ レイゴールド 牡５栗 ５７ 柴山 雄一林 千枝子氏 石栗 龍彦 浦河 酒井 清 ５１４－１０１：５０．２１� ３４．７

５５ �� レッドハヤブサ 牡７栗 ５７ 木幡 初広�藤沢牧場 谷原 義明 鵡川 平岡牧場 ４５２－ ２１：５０．４１	 １１．３�
４４ � デンコウパワー 牡５栗 ５７

５５ △鮫島 良太田中 康弘氏 安田伊佐夫 浦河 磯野牧場 ４５４＋ ２１：５０．６１ ２９５．９�
３３ �� マルタカザダーク 牝４黒鹿５５ 村田 一誠高橋 義和氏 沢 峰次 新冠 カミイスタット ４７４± ０１：５０．７� ７８．２
８１１�
 ロッキーアイザック 牡４鹿 ５７

５５ △吉田 隼人保坂 義貞氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム B４６６－ ６１：５０．９１� ３３．１�
７１０�� カルストンソロンオ 牡５鹿 ５７

５５ △丹内 祐次清水 貞光氏 中川 公成 三石 竹内 良一 ４４８＋ ７１：５２．１７ ２３４．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，２１３，０００円 複勝： １１，５９９，９００円 枠連： １１，９７１，０００円

普通馬連： ３１，６８２，７００円 馬単： ４０，０１１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ９，８２７，８００円

３連複： ５０，６３３，３００円 ３連単： 発売なし 計： １６５，９３９，４００円

払 戻 金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２３０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（５－７） ９１０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� ４，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� １，６４０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ３，０７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １０２１３０ 的中 � ９６５９（３番人気）
複勝票数 計 １１５９９９ 的中 � １０８２１（５番人気）� ３２４６２（１番人気）� １２５８２（３番人気）
枠連票数 計 １１９７１０ 的中 （５－７） ９８１４（３番人気）
普通馬連票数 計 ３１６８２７ 的中 �� １９３０５（４番人気）
馬単票数 計 ４００１１７ 的中 �� ７３８６（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９８２７８ 的中 �� ４５４８（６番人気）�� １３５２（２０番人気）�� ６６９０（３番人気）
３連複票数 計 ５０６３３３ 的中 ��� １２２０５（９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．０―１２．６―１２．２―１２．２―１１．９―１２．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３５．８―４８．４―１：００．６―１：１２．８―１：２４．７―１：３６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

フォルテベリーニ �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００４．１０．１７ 京都３着

２００２．４．１生 牡４栗 母 エアベリーニ 母母 シヤダイスピーチ ６戦２勝 賞金 １８，９５０，０００円
〔騎手変更〕 デンコウパワー号の騎手中村将之は，第３競走での落馬負傷のため鮫島良太に変更。
〔３走成績による出走制限〕 デンコウパワー号・ロッキーアイザック号・カルストンソロンオ号は，平成１８年５月２２日まで平地競走に

出走できない。



１００７９ ４月２２日 晴 稍重 （１８福島１）第７日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１５分（番組第６競走を順序変更） （ダート・右）

牝，４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．３．２５以降４歳５００・５歳以
上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．５
１：４１．９

良

重

２３ フレンチビキニ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：４７．８ ２．３�

４７ バアゼルローズ 牝６鹿 ５５ 芹沢 純一市川 義美氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 ４５２－ ６１：４８．０１� ７８．６�
４６ プリモレディ 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ４７４± ０１：４８．１� ２０．８�
２２ � ロ ジ エ ー ル 牝４黒鹿５５ 石橋 脩 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム ４４４－ ４１：４８．７３� ５．８�
７１２ リスティアエナー 牝５黒鹿５５ 中舘 英二村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 川上牧場 ４７２＋ ４１：４８．８� ２．７�
６１０

�
�
	 フローレストウブ 牝４鹿

５５
５２ ▲佐藤 聖也真部 晴�氏 佐藤 吉勝 新冠 新冠橋本牧場 ４３６－１１ 〃 クビ ６４．７�

３４ � ケリーズナカヤマ 牝５黒鹿 ５５
５３ △吉田 隼人�中山牧場 武藤 善則 浦河 中山牧場 ４４０＋ ６１：４９．５４ ２６．７	

５８ オレンジアロマ 牝４鹿 ５５ 赤木高太郎ジョイ・レースホース
 西塚 安夫 白老 白老ファーム ４４６－ ２ 〃 アタマ ２１．２�
６１１ ポートメリヨン 牝５黒鹿５５ 松田 大作�下河辺牧場 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ４４２－ ６１：４９．６クビ ２２．０�
７１３ ハナタツマキ 牝５芦 ５５ 大西 直宏松本 俊廣氏 西塚 安夫 門別 天羽 禮治 B４９４－ ４１：４９．８１� ６６．７
５９ 	 モルダバイト 牝４鹿 ５５

５３ △鮫島 良太�三嶋牧場 安田伊佐夫 浦河 日の出牧場 ４４４－ ４ 〃 ハナ ６７．３�
３５ 	 サンライトケリー 牝４栗 ５５ 田面木博公皆川 博文氏 蛯名 信広 新冠 ムラカミファーム ５１０＋ ６１：５０．０� ５３．１�
８１５ アプリラポルタ 牝４鹿 ５５

５３ △丹内 祐次�木村牧場 中川 公成 門別 木村牧場 B４２２± ０１：５２．０大差 １６３．０�
８１４� ラムズイヤー 牝４鹿 ５５ 鹿戸 雄一松平 正樹氏 本間 忍 門別 白井牧場 ４１６－ ２１：５３．４９ ９４．６�

（１４頭）
１１ エルゼントジーク 牝６鹿 ５５ 田辺 裕信生駒 倍浩氏 小西 一男 静内 西村 和夫 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １０，０６７，８００円 複勝： １１，６１９，７００円 枠連： １６，５３７，３００円

普通馬連： ３６，４２９，７００円 馬単： ４３，２６６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １１，３９６，８００円

３連複： ５８，２９３，８００円 ３連単： 発売なし 計： １８７，６１２，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ６２０円 � ３７０円 枠 連（２－４） １，３１０円

普通馬連 �� ６，３１０円 馬 単 �� ８，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１３０円 �� ７７０円 �� ７，９７０円

３ 連 複 ��� ２５，０００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １００６７８ 的中 � ３５６２８（１番人気）
複勝票数 計 １１６１９７ 的中 � ３２４４０（１番人気）� ３６７１（８番人気）� ６７８４（４番人気）
枠連票数 計 １６５３７３ 的中 （２－４） ９３５０（６番人気）
普通馬連票数 計 ３６４２９７ 的中 �� ４２６６（１６番人気）
馬単票数 計 ４３２６６９ 的中 �� ３７０６（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１３９６８ 的中 �� １３００（１９番人気）�� ３８４４（６番人気）�� ３３８（５１番人気）
３連複票数 計 ５８２９３８ 的中 ��� １７２１（５３番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１１．３―１２．６―１２．７―１２．７―１２．９―１３．４―１４．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―２９．３―４１．９―５４．６―１：０７．３―１：２０．２―１：３３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．２―３F４０．５
１
３
３（５，１４）（２，４，１２，１５）－（９，１３）（１０，１１）－７，６－８・（３，１２）５（２，４）－（１５，１３）（１４，７，８）（９，１１，６）１０

２
４

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

勝馬の
紹 介

フレンチビキニ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Saumarez デビュー ２００５．４．３０ 東京４着

２００２．５．２８生 牝４鹿 母 フ ェ ン ジ ー 母母 Belle et Chere ７戦２勝 賞金 １８，０５０，０００円
〔出走取消〕 エルゼントジーク号は，疾病〔額部裂創〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 モルダバイト号の騎手中村将之は，第３競走での落馬負傷のため鮫島良太に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラムズイヤー号は，平成１８年５月２２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〕 アプリラポルタ号は，平成１８年５月２２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） ２頭 スウィートスマイル号・スターピアス号
（非抽選馬） １頭 ホッカイラブリー号



１００８０ ４月２２日 晴 良 （１８福島１）第７日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４５分 （芝・右）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．３．２５以降４歳
５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着
馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

２３ � リキアイダンディ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一高山 幸雄氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 B４６６＋ ８１：１０．１ ４２．２�

４８ マイネルグロッソ 牡４鹿 ５７
５５ △吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 門別 福山牧場 ５００＋ ２１：１０．３１� ３．４�
２４ ミスズブライト �５栗 ５７ 柴田 善臣永井 啓弍氏 加藤 敬二 静内 友田牧場 ４３４－ ８１：１０．５１� ３．５�
３５ � キングオザー 牡４芦 ５７ 土谷 智紀斉藤 等氏 鈴木 勝美 門別 日高大洋牧場 ４３８－ ６ 〃 ハナ １００．８�
３６ 	 コスモライトアップ 牡４鹿 ５７

５５ △鮫島 良太 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 青森 佐々木牧場 ４８２－ ６１：１０．７１
 ３７．８�
５９ �� バトルハートオー 牡５黒鹿

５７
５５ △津村 明秀宮川 秋信氏 矢作 芳人 浦河 多田 善弘 ４７０－２０１：１０．８クビ ８．３	

５１０ フジマサビューティ 牝４芦 ５５ 中舘 英二藤原 正一氏 菊川 正達 門別 シンコーファーム ４６２＋ ２１：１１．１１� ８．５

８１６� ドッグソウレインボ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹北所 直人氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 ４２４± ０ 〃 クビ ２８３．８�
８１５ キクカネイチャ 牡５黒鹿５７ 木幡 初広飯島 和吉氏 石毛 善彦 浦河 高松牧場 ４７４－１２１：１１．２� ４．８�
１１ �	 マイネルオクテット 牡５鹿 ５７ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 保田 一隆 浦河 ヤマダフアーム ４６４＋ ６１：１１．３� ２８．７
６１２ タカオライトタンゴ 牡４鹿 ５７ 石崎 隆之�寺田工務店 小林 常泰 新冠 北星村田牧場 ４４４－１０１：１１．４� ３２．８�

（船橋）

１２ � サザーランドシチー 牡６鹿 ５７
５５ △丹内 祐次 �友駿ホースクラブ 松永 勇 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４６２± ０ 〃 アタマ １３７．２�
４７ レディクローリス 牝５鹿 ５５

５２ ▲塚田 祥雄 �ロードホースクラブ 宗像 義忠 門別 シンコーファーム ４４８± ０１：１１．６１ ２１．６�
７１４ フェアリーティアラ 牝４栗 ５５ 中谷 雄太�ターフ・スポート伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 ３７８－２０１：１２．４５ １５０．４�
６１１� リュウサンサン 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介福井 章哉氏 武藤 善則 森 笹川大晃牧場 ４３４－ ４ 〃 ハナ ９９．２�
７１３� ヤクモソニック 牡５黒鹿５７ 芹沢 純一�山崎牧場 増本 豊 八雲 山崎牧場 ４８０± ０ 〃 アタマ ３６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，９３８，６００円 複勝： １２，３５８，７００円 枠連： １３，６９０，５００円

普通馬連： ３９，２９６，０００円 馬単： ４４，０８３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １１，０１４，３００円

３連複： ６１，００１，３００円 ３連単： 発売なし 計： １９１，３８２，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４，２２０円 複 勝 � ５８０円 � １７０円 � １６０円 枠 連（２－４） ５４０円

普通馬連 �� ６，８００円 馬 単 �� ２０，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７４０円 �� １，８２０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ７，８３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ９９３８６ 的中 � １８６０（１１番人気）
複勝票数 計 １２３５８７ 的中 � ３９４９（８番人気）� ２２１４４（３番人気）� ２５８２３（１番人気）
枠連票数 計 １３６９０５ 的中 （２－４） １８８９７（２番人気）
普通馬連票数 計 ３９２９６０ 的中 �� ４２７０（２４番人気）
馬単票数 計 ４４０８３５ 的中 �� １５６２（６３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１０１４３ 的中 �� １４４２（１９番人気）�� １３７０（２２番人気）�� １０１８９（２番人気）
３連複票数 計 ６１００１３ 的中 ��� ５７５５（２２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．３―１１．３―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．４―４５．７―５７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．７
３ １０，３（４，９）８（２，６，１１，１３，１５）７（１４，１６）１（５，１２） ４ ・（３，１０）４（６，９，８）（２，１）（７，１１，１３，１５）（５，１２，１４，１６）

勝馬の
紹 介

�リキアイダンディ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 タイトスポット

２００１．４．１１生 牡５鹿 母 ストップザネバー 母母 ノーノーネヴアー ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
地方デビュー ２００４．１０．２６ 門別 ［他本会外：１戦０勝］

〔騎手変更〕 ミスズブライト号の騎手中村将之は，第３競走での落馬負傷のため柴田善臣に変更。
〔３走成績による出走制限〕 レディクローリス号は，平成１８年５月２２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。
（非当選馬） ３頭 アツスパーコ号・フジノシンズイ号・モリノトップガン号
（非抽選馬） ３頭 コアレスパレード号・セイウンココロザシ号・トーコーオリオン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１００８１ ４月２２日 晴 良 （１８福島１）第７日 第９競走 ��
��２，０００�

じ ょ う ど だ い ら

浄 土 平 特 別
発走１４時２０分（番組第１２競走を順序変更） （芝・右）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．３．２５以降４歳
５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

賞 品
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００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

１：５８．４
１：５６．４

良

良

６６ ショートローブス 牡６黒鹿５８ 津村 明秀 �サンデーレーシング 相沢 郁 早来 ノーザンファーム ４６４－ ４２：０１．８ ３．５�

７７ アグネスヘルメス 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４８６－ ４２：０２．１１� ２６．７�
８９ ローテクロイツ 牡７青鹿５７ 芹沢 純一 �ノースヒルズマネ

ジメント 松元 省一 浦河 酒井牧場 ４８４－ ６ 〃 クビ ６．９�
５５ � リアルトブリッジ 牡４栗 ５７ 柴田 善臣橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 日優牧場 ４５６－ ２２：０２．２	 ３４．６�
８１０
� マコトジョワイユー 牝４黒鹿５５ 鮫島 良太眞壁 明氏 橋本 寿正 様似 出口 繁夫 ４２８－ ８２：０２．５１� ６．２�
４４ � ダノンヒーロー 牡５鹿 ５７ 村田 一誠�ダノックス 田島 良保 門別 浦新 徳司 ４４８－１８２：０２．７１� ２１．９	
２２ 
 ストライカーシチー 牡６鹿 ５７ 柴原 央明 �友駿ホースクラブ 田中 章博 門別 外舘 孝一 ４１８－ ８ 〃 クビ ３２．１

７８ タケデンノキボー 牡５鹿 ５７ 石崎 隆之武市 弘氏 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 ４９６－ ２２：０２．８� ２．６�

（船橋）

３３ クリアーガブリン 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信石井與四郎氏 内藤 一雄 新冠 田渕牧場 ４６４－ ２２：０３．３３ ６１．５�
１１ 
� タマモダンディ ５芦 ５７ 吉田 豊タマモ� 萱野 浩二 新冠 小泉牧場 ４５８± ０２：０３．５１� ８．３

（１０頭）

売 得 金

単勝： １１，８５４，９００円 複勝： １３，０３３，９００円 枠連： １２，３１３，９００円

普通馬連： ３８，４６５，０００円 馬単： ４０，２３１，９００円 ワイド【拡大馬連】： １１，９０１，２００円

３連複： ４０，３３４，５００円 ３連単： １４０，７０５，６００円 計： ３０８，８４０，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １７０円 � ５７０円 � ２５０円 枠 連（６－７） ４６０円

普通馬連 �� ４，５１０円 馬 単 �� ５，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３９０円 �� ５５０円 �� ２，３３０円

３ 連 複 ��� １０，５００円 ３ 連 単 ��� ５６，６２０円

票 数

単勝票数 計 １１８５４９ 的中 � ２７４３０（２番人気）
複勝票数 計 １３０３３９ 的中 � ２５７０６（２番人気）� ４７３７（８番人気）� １４０１２（５番人気）
枠連票数 計 １２３１３９ 的中 （６－７） １９９１９（２番人気）
普通馬連票数 計 ３８４６５０ 的中 �� ６２９７（１５番人気）
馬単票数 計 ４０２３１９ 的中 �� ５４５９（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１９０１２ 的中 �� ２０６５（１６番人気）�� ５７０５（７番人気）�� １２０５（２８番人気）
３連複票数 計 ４０３３４５ 的中 ��� ２８３５（３９番人気）
３連単票数 計１４０７０５６ 的中 ��� １８３４（１７９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．８―１２．２―１２．４―１２．３―１２．２―１２．１―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３５．３―４７．５―５９．９―１：１２．２―１：２４．４―１：３６．５―１：４９．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショートローブス �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 Pompeii Court デビュー ２００２．７．１４ 新潟７着

２０００．３．１７生 牡６黒鹿 母 デ ロ ー ベ 母母 Petite Voleuse ２７戦３勝 賞金 ４３，８１７，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１００８２ ４月２２日 晴 良 （１８福島１）第７日 第１０競走 ��
��１，２００�

み ず ば し ょ う

水 芭 蕉 特 別
発走１４時５５分 （芝・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

７１４ ラ ブ ハ ー ト 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大増田 陽一氏 中村 均 新冠 細川農場 ４３２－ ８１：１０．３ １１．１�

４８ �� オリエンタルローズ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠棚網るみ子氏 沢 峰次 門別 木村牧場 B４２８＋ ２１：１０．５１� １１４．６�
７１３ シルクゾディアック 牡３青鹿５６ 中舘 英二有限会社シルク加用 正 新冠 須崎牧場 ４７８± ０ 〃 クビ ６．８�
４７ �	 キョクイチテキサス 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一深野 茂雄氏 西塚 安夫 門別 細川牧場 ４５０± ０１：１０．８１
 ４９．６�
１１ �� アッパージーン 牡３鹿 ５６ 石崎 隆之遠藤 信義氏 津金沢正男 浦河 笹島 政信 ４６８－１４ 〃 ハナ ７．９�

（浦和） （船橋）

２４ � フレッシュバニラ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣渡辺喜八郎氏 松山 康久 米 Takashi
Watanabe ４６２－ ４ 〃 ハナ ２．２�

６１２� エイシンラビアン 牝３青鹿５４ 石橋 脩平井 豊光氏 川村 禎彦 静内 大滝 康晴 ４４８＋ ６ 〃 クビ ５９．５�
１２ � シルクプラチナム 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹有限会社シルク尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４９６－１６１：１１．１１
 ６．３	
３６ �� コスモミルクマン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広 
ビッグレッドファーム 根本 康広 三石 タガミファーム ４９６－１８ 〃 アタマ １１３．３�
５１０ デザートワールド 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎
日進牧場 柴田 政見 浦河 成隆牧場 ４５０－ ６１：１１．２クビ １２．７�
８１６ アースジャンヌ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉松山 増男氏 野元 昭 三石 名古屋 一征 ４８２＋ ４１：１１．４１� ２８．０
６１１� スーパーキャノン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介星野 壽市氏 高松 邦男 様似 瀬口 信正 B４４８－ ６ 〃 アタマ １６．７�
３５ 	 ミズサワゲンキ 牡３鹿 ５６ 池田 鉄平
畠山牧場 畠山 重則 浦河 浦河土肥牧場 ４２４－１２ 〃 アタマ ４１９．７�
５９ マヤノモノポリー 牝３鹿 ５４ 津村 明秀田所 英子氏 坂口 正大 三石 下屋敷牧場 ４３８－ ２１：１１．７１
 ２８．３�
２３ � リンガスベガ 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮伊藤 巖氏 境 征勝 静内 三木田 頼嗣 ４９４－１４１：１２．９７ １５２．１�
８１５� リネンアピール ３鹿 ５６ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 門別 モリナガファーム B４５４－１０１：１３．１１� １６４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，１８８，１００円 複勝： ２０，５０８，２００円 枠連： ２２，９５８，７００円

普通馬連： ６８，６１６，３００円 馬単： ６１，０７５，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５６３，９００円

３連複： ７１，５８５，１００円 ３連単： ２００，８０２，１００円 計： ４７９，２９８，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，１１０円 複 勝 � ４１０円 � １，６８０円 � １９０円 枠 連（４－７） ５，９７０円

普通馬連 �� ３８，１９０円 馬 単 �� ７８，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，２１０円 �� １，０００円 �� ５，５５０円

３ 連 複 ��� ６９，３４０円 ３ 連 単 ��� ５７８，８８０円

票 数

単勝票数 計 １６１８８１ 的中 � １１５７０（５番人気）
複勝票数 計 ２０５０８２ 的中 � １２５７０（６番人気）� ２５６７（１２番人気）� ３６７５５（２番人気）
枠連票数 計 ２２９５８７ 的中 （４－７） ２８４１（１８番人気）
普通馬連票数 計 ６８６１６３ 的中 �� １３２６（６５番人気）
馬単票数 計 ６１０７５９ 的中 �� ５７４（１２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５６３９ 的中 �� ５１４（６７番人気）�� ４５１３（１０番人気）�� ７６３（５２番人気）
３連複票数 計 ７１５８５１ 的中 ��� ７６２（１６４番人気）
３連単票数 計２００８０２１ 的中 ��� ２５６（１０９０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．２―１１．４―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．９―４５．３―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ブ ハ ー ト �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 タヤスレミグラン デビュー ２００５．７．９ 函館２着

２００３．６．４生 牝３鹿 母 シンメイユウシュン 母母 ドラゴンユー ７戦２勝 賞金 ２１，６５６，０００円
〔発走状況〕 リンガスベガ号・リネンアピール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 リンガスベガ号は，発走調教再審査。
※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 プレシャスドロップ号・ミヤギノサクラ号・ラララウィンパル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１００８３ ４月２２日 晴 良 （１８福島１）第７日 第１１競走 ��
��１，８００�第３回福島牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走１５時３０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，５２�，収得賞金４歳１，４００・５
歳１，７００・６歳以上２，０００万円毎１�増

福島県知事賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ５６７，０００円 １６２，０００円 ８１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

４８ ロフティーエイム 牝４鹿 ５２ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 追分 追分ファーム ４９２＋ ４１：４８．５ １２．３�

２４ ラ イ ラ プ ス 牝４栗 ５４ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４４８－ ８ 〃 アタマ １２．０�
５９ フィヨルドクルーズ 牝５黒鹿５３ 高橋 智大吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５１８－ ８ 〃 クビ １２．２�
４７ テンイムホウ 牝４鹿 ５３ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４５２－ ４１：４８．６クビ １０３．６�
５１０ レクレドール 牝５黒鹿５５ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 白老ファーム ４４８＋ ２１：４８．７� ６．１�
３６ プリンセスグレース 牝４鹿 ５３ 村田 一誠近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４１２－１０１：４８．８� ６．５�
１２ シュフルール 牝４鹿 ５２ 田辺 裕信臼田 浩義氏 上原 博之 新冠 勝川牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ １８２．１	
２３ アズマサンダース 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介東 哲次氏 藤岡 健一 門別 日高大洋牧場 ４７６＋ ２１：４８．９� ６．４

３５ 	 コアレスパティオ 牝５鹿 ５３ 勝浦 正樹小林 昌志氏 成島 英春 平取 清水牧場 ４５６± ０１：４９．０� １４．１�
６１１	
 コスモマーベラス 牝４栗 ５３ 柴田 善臣 �ビッグレッドファーム 中村 均 三石 中村 和夫 ４３０－ ２１：４９．３２ ３．１�
６１２ スターリーヘヴン 牝６黒鹿５４ 大西 直宏サウスニア 高市 圭二 静内 タイヘイ牧場 ４７０± ０１：４９．５１� ３７．４�
１１ 	 クロユリジョウ 牝４鹿 ５３ 石橋 脩河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 藤田 泰蔵 ４７６－ ６１：４９．６クビ ３３．１�
８１５ タニノローゼ 牝４栗 ５３ 石崎 隆之谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 B４７２－ ４ 〃 クビ １２９．７�

（船橋）

８１６ スルーレート 牝４鹿 ５３ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ６１：４９．８１ ３３．９�
７１３ プリモスター 牝５鹿 ５３ 中舘 英二�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４７６－ ６１：５０．３３ ３６．２�
７１４ ラドランファーマ 牝４鹿 ５３ 津村 明秀村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 B４７４－ ２１：５０．５１� １２０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５５，８３７，４００円 複勝： ７９，３４０，１００円 枠連： ７４，４９８，３００円

普通馬連： ４６２，０５２，０００円 馬単： ２６９，９８０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ９２，１４１，１００円

３連複： ４４６，７５４，８００円 ３連単： ９４６，９６９，４００円 計： ２，４２７，５７３，４００円

払 戻 金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ３７０円 � ４５０円 � ４６０円 枠 連（２－４） ２，５６０円

普通馬連 �� ７，３２０円 馬 単 �� １５，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１００円 �� １，５８０円 �� ２，８３０円

３ 連 複 ��� ２８，６１０円 ３ 連 単 ��� １９５，８２０円

票 数

単勝票数 計 ５５８３７４ 的中 � ３５８３４（７番人気）
複勝票数 計 ７９３４０１ 的中 � ５８３０７（５番人気）� ４６１７７（６番人気）� ４４６２７（７番人気）
枠連票数 計 ７４４９８３ 的中 （２－４） ２１４８６（１０番人気）
普通馬連票数 計４６２０５２０ 的中 �� ４６６１０（３０番人気）
馬単票数 計２６９９８０３ 的中 �� １３１４９（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９２１４１１ 的中 �� １０８２７（３０番人気）�� １４５５７（１９番人気）�� ７９５１（３３番人気）
３連複票数 計４４６７５４８ 的中 ��� １１５２５（９１番人気）
３連単票数 計９４６９６９４ 的中 ��� ３５６９（５７７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３５．１―４７．６―５９．７―１：１１．８―１：２３．７―１：３５．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロフティーエイム �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Lord Avie デビュー ２００５．６．１８ 函館２着

２００２．３．１８生 牝４鹿 母 ウィッチフルシンキング 母母 Halloween Joy １１戦３勝 賞金 ８０，２０１，０００円
〔制裁〕 スターリーヘヴン号の騎手大西直宏は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。
※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 サイレントアスク号
（非抽選馬） １頭 スズカローラン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１００８４ ４月２２日 晴 良 （１８福島１）第７日 第１２競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０分（番組第９競走を順序変更） （ダート・右）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．３．２５以降４歳
５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着
馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．５
１：４１．９

良

重

４７ トゥインクリング 牡５鹿 ５７
５５ △鮫島 良太山本 慎一氏 池上 昌弘 えりも えりも農場 ４７０－ ８１：４７．２ ４．８�

３５ � バンダムロッシ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣山科 統氏 小林 常泰 三石 下屋敷牧場 B４４０－ ４１：４７．３� ３．０�
４６ � スズカシャトル 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 南井 克巳 静内 グランド牧場 ４４８－１０ 〃 アタマ ６．１�
２２ ネクストスター 牡４栗 ５７

５４ ▲上野 翔�嶋 孝司氏 藤岡 範士 静内 サンコウ牧場 ４７６－ ６１：４７．５� ３１．５�
５８ オーディンズアイ 	５栗 ５７ 村田 一誠 �サンデーレーシング 後藤 由之 追分 追分ファーム ４８４－ ４１：４８．０３ ３９．３�
６１０� ワンダータイトル 牡５青鹿 ５７

５４ ▲塚田 祥雄山本 信行氏 梅内 忍 門別 長田ファーム ４３６－１２ 〃 ハナ １０４．７�
１１ リージェントゲスト 牡５鹿 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 中島 敏文 新冠 勝川牧場 ５１８± ０１：４８．１クビ １０．２	
７１２ エ ラ ン セ 牡６栗 ５７ 中舘 英二 �ノースヒルズマネ

ジメント 松元 省一 新冠 ノースヒルズマネジメント B４９０－２０１：４８．３１
 ６．８

６１１� マコトエンペラー 牡６芦 ５７ 橋本 美純眞壁 明氏 橋本 寿正 様似 出口 繁夫 ４５４－２４１：４８．４クビ ２７．５�
８１４ リワードレオン 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ５００－１０１：４８．５� ６．２�
２３ � シェルクレール 牡４栗 ５７ 石橋 脩吉田 修氏 山田 要一 様似 出口 繁夫 ５０４－１８１：４８．７１� １０３．６
３４ � バトルエアーカット 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信宮川 秋信氏 久保田貴士 静内 高橋 修 ４４２± ０１：４８．８クビ ５６．６�
５９ � コメットサンサン 牡４鹿 ５７ 柄崎 将寿廣松 金次氏 古賀 慎明 門別 戸川牧場 ４９６＋ ４１：４９．６５ ２７３．４�
７１３� アイファーフクコイ 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎中島 稔氏 星野 忍 新冠 川上 悦夫 ４３４－１０１：５０．９８ ２６１．６�
８１５� アスキットアジュ 牡５鹿 ５７

５４ ▲佐藤 聖也中江 隆一氏 二本柳俊一 新冠 ムラカミファーム ４１６＋ ２１：５２．１７ １９２．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，０９７，３００円 複勝： １９，９０２，９００円 枠連： ３２，２１６，６００円

普通馬連： ８１，２３２，１００円 馬単： ６９，０９０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３６６，９００円

３連複： ８２，６８５，８００円 ３連単： ２２９，６２２，２００円 計： ５５２，２１４，２００円

払 戻 金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（３－４） ３８０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ６１０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，６４０円 ３ 連 単 ��� ９，０５０円

票 数

単勝票数 計 １６０９７３ 的中 � ２６５６８（２番人気）
複勝票数 計 １９９０２９ 的中 � ２８９２５（２番人気）� ５４２６６（１番人気）� ２６４８０（３番人気）
枠連票数 計 ３２２１６６ 的中 （３－４） ６３４７３（１番人気）
普通馬連票数 計 ８１２３２１ 的中 �� ７８３３０（１番人気）
馬単票数 計 ６９０９０４ 的中 �� ２８０１８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３６６９ 的中 �� １９３４８（１番人気）�� ７７８３（７番人気）�� １７０３３（２番人気）
３連複票数 計 ８２６８５８ 的中 ��� ３７２４７（２番人気）
３連単票数 計２２９６２２２ 的中 ��� １８７３６（１０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―３０．０―４２．９―５５．５―１：０７．７―１：２０．４―１：３３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

トゥインクリング �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 オールドヴィック デビュー ２００３．１２．１３ 中山１２着

２００１．４．１１生 牡５鹿 母 エリモツインクル 母母 エリモアイリス １７戦３勝 賞金 ３５，５９０，０００円
〔騎手変更〕 スズカシャトル号の騎手中村将之は，第３競走での落馬負傷のため藤岡佑介に変更。
※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 マルブツワールド号
（非抽選馬） １頭 コアレスカントリー号



（１８福島１）第７日 ４月２２日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重後稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １７５頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２１７，８６０，０００円
３，３６０，０００円
６，４５０，０００円
９００，０００円
３２０，０００円
１，８７０，０００円
２２，４９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，８６４，０００円
４，８２２，０００円
１，７６７，５００円

勝馬投票券売得金
１７２，３３６，６００円
２２０，５８９，９００円
２４５，５９７，３００円
９１２，９１４，７００円
７３９，８２６，１００円
２２２，４５０，５００円
１，０５０，７８２，９００円
１，５１８，０９９，３００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 ５，０８２，５９７，３００円

総入場人員 １１，０１４名 （有料入場人員 ９，４６６名）




