
１００７３ ４月２１日 曇 良 （１９福島１）第７日 第１競走 ��
��１，１５０�サラブレッド系３歳

発走９時５０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

１：０６．９
１：０６．９

良

良

２４ サフラントウショウ 牝３栗 ５４ 左海 誠二トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４４０＋ ２１：０９．８ ５．２�

（船橋）

１２ � ベ イ ジ ュ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹松本 兼吉氏 古賀 史生 米
Robert A. Mur-
phy & Dr. Sandy
Price－Murphy

４９４＋ ２ 〃 ハナ ６６．４�
４７ � セクシーザムライ 牝３栗 ５４ 中舘 英二�コオロ 萱野 浩二 米 Payson

Stud Inc ４５６± ０１：０９．９クビ １．９�
１１ アルファトミー 牡３青鹿５６ 中谷 雄太�貴悦 斎藤 宏 三石 澤田 嘉隆 ４７０－１２１：１０．２２ ４２．７�
５９ � サンベルナール 牡３鹿 ５６ 石神 深一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 新冠 斉藤 安行 ４３８± ０１：１０．４１ ２７．８�
８１６� グランドソニック 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲丸田 恭介細谷 典幸氏 二ノ宮敬宇 米 Takeho Ltd. ４７８± ０１：１０．５� ４．５	
６１２ テンジンミサキオー 牡３芦 ５６

５３ ▲宮崎 北斗�テンジン 大江原 哲 三石 三石橋本牧場 ４１０± ０１：１０．６	 １３．５

４８ �
 ディープネイチャー 牡３栗 ５６ 河北 通深見 富朗氏 小野 幸治 三石 土田農場 B５１６ ― 〃 クビ １２．８�
２３ アルフェラッツ 牝３鹿 ５４ 岩部 純二山下 恭茂氏 山田 要一 浦河 山下 恭茂 ４７６＋２６１：１０．８１� １９４．０�
５１０� マキハタセンシブル 牝３鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ３８０－ ２１：１１．０１� ２１２．７
６１１ トウケイカチドキ 牡３黒鹿５６ 高橋 亮木村 信彦氏 高橋 隆 静内 桜井牧場 ４６２ ―１：１１．４２	 ９０．８�
７１３
 アリマエンパイア 牡３芦 ５６

５３ ▲田中 博康有馬 博文氏 清水 英克 静内 藤沢牧場 ４４４－１０１：１１．７１� ６７．７�
８１５ マジックカイマナ 牝３栗 ５４ 木幡 初広�富士開発 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B４７４－ ８１：１２．０２ ３７．５�
３５ � スルタンシチー 牡３鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人 �友駿ホースクラブ 松永 康利 浦河 上山牧場 ４１４ ―１：１２．３１� １５９．２�
３６ � バロックシチー 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 山春牧場 ４６４－ ８１：１２．９３	 １５２．４�
７１４
 マルハチアラウンド �３鹿 ５６ 小野 次郎ニットー商事� 嶋田 潤 門別 出口牧場 B４６８－ ６１：１５．１大差 ２７２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，１２１，１００円 複勝： １０，２１９，８００円 枠連： １０，５７７，８００円

普通馬連： ２６，４７７，６００円 馬単： ２９，６９６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ９，７６１，４００円

３連複： ４４，３９２，８００円 ３連単： 発売なし 計： １３９，２４７，１００円

払 戻 金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １６０円 � １，０９０円 � １１０円 枠 連（１－２） ５，３４０円

普通馬連 �� １２，５６０円 馬 単 �� １７，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８２０円 �� １９０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� ５，６８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ８１２１１ 的中 � １２４３２（３番人気）
複勝票数 計 １０２１９８ 的中 � １６４４４（３番人気）� １２６９（９番人気）� ３９３４９（１番人気）
枠連票数 計 １０５７７８ 的中 （１－２） １４６２（１１番人気）
普通馬連票数 計 ２６４７７６ 的中 �� １５５６（２４番人気）
馬単票数 計 ２９６９６６ 的中 �� １２７９（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９７６１４ 的中 �� ７０３（２６番人気）�� １７３６０（１番人気）�� １２４５（１８番人気）
３連複票数 計 ４４３９２８ 的中 ��� ５７７５（１５番人気）

ハロンタイム ９．４―１０．８―１１．０―１１．８―１２．７―１４．１

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．４―２０．２―３１．２―４３．０―５５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サフラントウショウ �
�
父 ラ ム タ ラ �

�
母父 Wild Again デビュー ２００６．８．１９ 新潟１４着

２００４．４．２生 牝３栗 母 ジュリエトウショウ 母母 Tis Juliet １０戦１勝 賞金 ８，８５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルハチアラウンド号は，平成１９年６月２１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〕 アリマエンパイア号は，平成１９年５月２１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） １頭 トンメイ号
（非抽選馬） ２頭 シーフェニックス号・ユキノサンデー号
※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。



１００７４ ４月２１日 曇 良 （１９福島１）第７日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （芝・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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

７１３� バーグドール 牝３鹿 ５４ 中舘 英二松岡 隆雄氏 石坂 正 門別 下河辺牧場 ４４８± ０１：１０．１ １．８�

５９ ニシノマンゲキョウ 牝３栗 ５４
５１ ▲北村 友一西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ４５６＋ ４１：１０．２� ５．１�

６１２ アリンスクィーン 牝３鹿 ５４ 土谷 智紀斉藤 等氏 鈴木 勝美 静内 和田牧場 ４６６ ―１：１０．５１� ５８．６�
４８ ニシノフェリーチェ 牝３栗 ５４ 津村 明秀西山 茂行氏 浅見 秀一 鵡川 西山牧場 ４２４ ― 〃 ハナ １４．４�
６１１ ヤマニンピボワンヌ 牝３芦 ５４ 長谷川浩大土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４５８ ―１：１０．６クビ ２５．８�
８１５� エルウェーマシェリ 牝３芦 ５４

５２ △中村 将之雑古 隆夫氏 坪 憲章 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ６１：１０．７� ８．１�
３６ プリズンガール 牝３青鹿５４ 左海 誠二橋本 忠雄氏 柴田 政人 門別 川島 貞二 ４４０＋ ４ 〃 クビ １０．４�

（船橋）

４７ � メイショウスイミー 牝３黒鹿５４ 二本柳 壮松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ３６４ ―１：１０．８� ２０７．８	
３５ アローティアラ 牝３栗 ５４

５３ ☆塚田 祥雄矢野 秀春氏 大江原 哲 静内 矢野牧場 ４１４ ― 〃 ハナ ６３．０

７１４� イ デ ア ー レ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 �キャロットファーム 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４１２－ ４１：１０．９� １６．５�
２４ � サザンキララ 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎村木 隆氏 増沢 末夫 静内 服部 牧場 B４５８ ―１：１１．２１� １１８．９
２３ タンゲーラー 牝３鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真谷 雄史氏 加藤 征弘 静内 出羽牧場 ４２６ ―１：１１．４１� １７８．６�
１１ ヘリオドール 牝３栗 ５４

５３ ☆大野 拓弥�三嶋牧場 矢野 照正 浦河 斉藤 英 ４２２ ―１：１１．５� １１９．７�
１２ � クールマイヨール 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太松本 俊廣氏 西塚 安夫 新冠 タニグチ牧場 ４５４ ―１：１２．７７ ２２５．９�
８１６ ゴールデンルール 牝３鹿 ５４

５１ ▲佐藤 聖也岡田 牧雄氏 平井 雄二 静内 石川 栄一 ４４４－ ４１：１３．５５ ２１．０�
５１０ メジロナシラ 牝３青鹿５４ 小野 次郎メジロ商事� 保田 一隆 洞爺 メジロ牧場 ４３６ ―１：１４．９９ １３２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，１９９，５００円 複勝： ８，８４３，１００円 枠連： １１，５６４，７００円

普通馬連： ２８，４８７，１００円 馬単： ２９，８０８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ８，５８６，２００円

３連複： ４３，１１２，０００円 ３連単： 発売なし 計： １３９，６００，７００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ７２０円 枠 連（５－７） ３００円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� １，５５０円 �� ２，４１０円

３ 連 複 ��� ４，５８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ９１９９５ 的中 � ４０７５５（１番人気）
複勝票数 計 ８８４３１ 的中 � ２７９６７（１番人気）� １５１１１（２番人気）� １８９７（９番人気）
枠連票数 計 １１５６４７ 的中 （５－７） ２９２８０（１番人気）
普通馬連票数 計 ２８４８７１ 的中 �� ５７５２７（１番人気）
馬単票数 計 ２９８０８１ 的中 �� ４１５８４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８５８６２ 的中 �� １６１３３（１番人気）�� １１３２（１６番人気）�� ７１５（２５番人気）
３連複票数 計 ４３１１２０ 的中 ��� ６９５６（１５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．１―１１．６―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．０―３４．１―４５．７―５７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３６．０
３ ・（９，１３）（６，１５）１４（８，１２）（２，４，１１）（３，５，１６）（１，７）＝１０ ４ ・（９，１３）（６，１５）（１４，１２）（８，１１）４（２，５）（１，３，７）－１６＝１０

勝馬の
紹 介

�バーグドール �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００６．１０．１４ 京都４着

２００４．２．１７生 牝３鹿 母 ラディカルチック 母母 Santa Roseanna ６戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔制裁〕 ニシノフェリーチェ号の騎手津村明秀は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールデンルール号・メジロナシラ号は，平成１９年５月２１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 スイートスティッチ号・バトルテンツェリン号・マーブルラトゥール号
※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。



１００７５ ４月２１日 曇 良 （１９福島１）第７日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０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

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

８１３�� オリジナルカラー 牡３鹿
５６
５３ ▲宮崎 北斗 �キャロットファーム 大江原 哲 静内 北西牧場 B４４４－ ８１：４９．４ ３．０�

７１１ ブロードビーチ 牡３鹿 ５６
５３ ▲荻野 琢真勝一愛馬倶楽部 平田 修 三石 金舛 幸夫 ４９８ ―１：４９．７２ １２．２�

２２ � ドンアドヴァイタ 牡３芦 ５６ 津村 明秀山田 貢一氏 鈴木 伸尋 新冠 若林牧場 ４７４－ ２ 〃 クビ ３．３�
６１０ ラインジュエル 牝３芦 ５４

５１ ▲佐藤 聖也大澤 繁昌氏 根本 康広 静内 塚田 達明 ４４０－ ４１：４９．８� ２８．７�
５７ マッティーノ 牡３鹿 ５６

５４ △中村 将之中野芳太郎氏 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４１０－ ８ 〃 クビ ６７．３�
４５ コールトゥアーミー 牡３鹿 ５６ 左海 誠二西森 鶴氏 佐藤 全弘 門別 碧雲牧場 ４２８＋ ２１：４９．９クビ １５．１�

（船橋）

７１２� シゲルアサンテサナ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 沖田 繁 ４１２＋ ４１：５０．１１� １０．８	
８１４� コスモエスパース 牝３栗 ５４ 安藤 光彰 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 静内 安田 豊重 B４４６＋ ８１：５０．２� ５９．４

１１ カネスマリリン 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮杉澤 光雄氏 根本 康広 三石 木田 祐博 ４５４＋ ２１：５０．５１� １７４．４�
５８ サムデイシュアー 牡３鹿 ５６

５５ ☆塚田 祥雄�ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 信岡牧場 ４３６－ ８ 〃 アタマ ７．１
６９ � ハイフェイム 牡３芦 ５６ 吉田 隼人 �社台レースホース河野 通文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５００＋２６１：５０．７１� ２０．６�
３３ ワンダーシアー 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 浦河 小柳牧場 ４７６＋１０ 〃 アタマ ５１．９�
４６ ルクラージュ 牝３栗 ５４ 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 境 征勝 静内 岡田牧場 ５２２－１２１：５０．８� １１．２�
３４ チャーミングギャル 牝３栗 ５４ 高橋 亮�大島牧場 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４１２－ ８１：５１．０� １４６．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９，１６２，６００円 複勝： １０，２７３，１００円 枠連： １０，８４８，４００円

普通馬連： ２９，１７５，７００円 馬単： ３０，１０７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ９，０３５，７００円

３連複： ４１，７４１，１００円 ３連単： 発売なし 計： １４０，３４３，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ３４０円 � １３０円 枠 連（７－８） ９９０円

普通馬連 �� ３，１４０円 馬 単 �� ４，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０５０円 �� ２４０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ２，４２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ９１６２６ 的中 � ２４３１３（１番人気）
複勝票数 計 １０２７３１ 的中 � ２０７１４（２番人気）� ５２８８（７番人気）� ２７８７８（１番人気）
枠連票数 計 １０８４８４ 的中 （７－８） ８０９２（５番人気）
普通馬連票数 計 ２９１７５７ 的中 �� ６８６３（１１番人気）
馬単票数 計 ３０１０７０ 的中 �� ４４８１（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９０３５７ 的中 �� １８９４（１５番人気）�� １１１３４（１番人気）�� ２８４７（８番人気）
３連複票数 計 ４１７４１１ 的中 ��� １２７５２（６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．５―３１．２―４４．０―５７．５―１：１０．６―１：２３．４―１：３６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３８．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

�
�
オリジナルカラー �

�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００７．１．２０ 中山１０着

２００４．３．２５生 牡３鹿 母 エイティカラー 母母 ボーイントンキャニオン ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔制裁〕 ラインジュエル号の騎手佐藤聖也は，２コーナーで内側に斜行したことについて戒告。
〔３走成績による出走制限〕 チャーミングギャル号は，平成１９年５月２１日まで平地競走に出走できない。
※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２１日 曇 良 （１９福島１）第７日 第４競走 ��２，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０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

６６ リヴィエラブルー 牡３鹿 ５６ 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ５０４－ ２２：４２．５ １．８�

７７ � コスモビートアウト 牝３栗 ５４
５１ ▲田中 博康 �ビッグレッドファーム 矢野 進 新冠 ビッグレッドファーム ４２４± ０２：４２．７１� ５．６�

７８ � マイセンシチー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 加賀 武見 青森 佐々木 正 ４１８－１０２：４３．４４ ５．８�
８９ � シルクカクテル 牡３黒鹿５６ 嘉藤 貴行有限会社シルク田中 清隆 新冠 中地 茂美 ４３６± ０２：４３．７１� ５６．６�
５５ � クエストタイム 牡３栗 ５６ 赤木高太郎�サンコウ牧場 藤岡 範士 静内 サンコウ牧場 ５０６＋ ２２：４４．１２� １４．７�
４４ �� エプソムプライマリ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 平井 雄二 三石 前川 隆則 ４７８－２２２：４４．３１ ２１．８	
２２ � コンゴウイッシン 牡３青 ５６ 安藤 光彰金岡 久夫氏 山内 研二 静内 静内酒井牧場 ５１８－ ８ 〃 アタマ １８．１

３３ イットマストビー 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一�グランド牧場 上原 博之 静内 グランド牧場 B４６６＋ ２２：４４．６２ ３０．６�
１１ � トップオブボス 牡３栗 ５６ 左海 誠二横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 新冠 芳住 革二 ４８４－１０２：４５．０２� ８．６�

（船橋）

８１０� シルクカリバーン 牡３鹿 ５６
５５ ☆大野 拓弥有限会社シルク大和田 稔 新冠 富本 茂喜 ４２０－１４２：４８．３大差 ７１．２

（１０頭）

売 得 金

単勝： １０，１３９，２００円 複勝： ９，４６６，４００円 枠連： １０，８７６，４００円

普通馬連： ２５，８４７，３００円 馬単： ３４，５７５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ７，６７４，４００円

３連複： ３９，９６５，２００円 ３連単： 発売なし 計： １３８，５４４，２００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １００円 � １５０円 � １５０円 枠 連（６－７） ２００円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� １９０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ５２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １０１３９２ 的中 � ４５０６１（１番人気）
複勝票数 計 ９４６６４ 的中 � ４３６３３（１番人気）� １２２６７（２番人気）� １１６７１（３番人気）
枠連票数 計 １０８７６４ 的中 （６－７） ４１５８８（１番人気）
普通馬連票数 計 ２５８４７３ 的中 �� ５１４６０（１番人気）
馬単票数 計 ３４５７５３ 的中 �� ４０３０２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７６７４４ 的中 �� １１２０８（１番人気）�� １０７９０（２番人気）�� ４２２６（５番人気）
３連複票数 計 ３９９６５２ 的中 ��� ５７２０２（１番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．４―１２．０―１３．１―１２．９―１２．５―１３．１―１３．６―１２．６―１１．８―１２．２―１１．９―１２．２

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�
１３．２―２４．６―３６．６―４９．７―１：０２．６―１：１５．１―１：２８．２―１：４１．８―１：５４．４―２：０６．２―２：１８．４―２：３０．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リヴィエラブルー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１．７ 中山９着

２００４．３．８生 牡３鹿 母 セシルカット 母母 ダイナカール ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクカリバーン号は，平成１９年５月２１日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 マヤノスザク号（疾病〔感冒〕のため）
※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２１日 曇 良 （１９福島１）第７日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時５０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

２３ � シュウザンゴールド 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大平 光良氏 増沢 末夫 新冠 ハシモトフアーム ４６６－１６１：４９．９ ３．４�

４７ �� ニュージェットラン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩本間 茂氏 柴田 政人 浦河 野表 春雄 ４４２－ ６ 〃 クビ ３．４�
７１３ ウインドビュー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 浜本牧場 ４７２＋ ２１：５０．２２ ４５．０�
７１４� ダノンビート 牡３鹿 ５６

５３ ▲荻野 琢真�ダノックス 小崎 憲 静内 飛野牧場 ４８０± ０１：５０．４１ ２４２．７�
２４ � トーセンステディ 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行島川 �哉氏 清水 美波 浦河 吉田 隆 ４９０＋ ２ 〃 ハナ １８．８�
４８ � マイネルスペランザ 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 矢野 進 静内 船越 英治 ４８２± ０ 〃 ハナ １８．９	

５９ ケイエスショーキ 牡３黒鹿５６ 難波 剛健キヨシサービス� 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ５００＋ ６ 〃 クビ １４．２

６１１� ダイワタキオン 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４６２－ ６１：５０．５� ７．４�
３５ �� オメガバリュー 牡３青鹿

５６
５５ ☆塚田 祥雄原 �子氏 平田 修 千歳 社台ファーム B４７４－１２１：５０．６� ７．５�

８１５� ジョイフルティアラ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹青木 照吉氏 中野渡清一 静内 ウエルネスファーム B４７６＋ ６１：５０．７クビ １０．３
３６ ポイントオブビュー 牡３鹿 ５６ 川島 信二 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 門別 藤本 直弘 ４９４ ―１：５１．０２ ２７．１�
６１２ エンドレスヒロイン 牝３黒鹿５４ 野元 昭嘉 �ローレルレーシング 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４４８－１６１：５１．１� １１４．８�
１２ ブラックウィッチ 牝３青鹿 ５４

５２ △中村 将之林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ４３０＋ ２ 〃 ハナ ８９．６�
８１６ ダンツクロフネ 牡３鹿 ５６ 左海 誠二山元 哲二氏 伊藤 伸一 静内 大典牧場 ４６０± ０ 〃 クビ ２５．４�

（船橋）

５１０ イチライスキャン 牝３鹿 ５４
５１ ▲北村 友一市来 静夫氏 沖 芳夫 浦河 谷口牧場 ４３２－１０１：５１．２クビ ２３４．０�

１１ � スガノグローリアス 牡３黒鹿５６ 岩部 純二菅原光太郎氏 松永 康利 三石 沖田 哲夫 B４５６－ ８ 〃 クビ ２２８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，１１４，４００円 複勝： １１，００２，１００円 枠連： １１，８０５，４００円

普通馬連： ２８，５８６，８００円 馬単： ３０，１７７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ８，８４９，５００円

３連複： ４３，７８７，７００円 ３連単： 発売なし 計： １４３，３２３，１００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � ２１０円 � １３０円 � ９９０円 枠 連（２－４） ６００円

普通馬連 �� ８１０円 馬 単 �� １，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ２，９１０円 �� １，９９０円

３ 連 複 ��� ９，３７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ９１１４４ 的中 � ２１２７１（２番人気）
複勝票数 計 １１００２１ 的中 � １２９８０（３番人気）� ３２５９６（１番人気）� １８８６（１１番人気）
枠連票数 計 １１８０５４ 的中 （２－４） １４６０６（１番人気）
普通馬連票数 計 ２８５８６８ 的中 �� ２６３５１（１番人気）
馬単票数 計 ３０１７７２ 的中 �� １３０４６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８８４９５ 的中 �� ７０３３（１番人気）�� ６９４（３８番人気）�� １０２７（２２番人気）
３連複票数 計 ４３７８７７ 的中 ��� ３４５１（２９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．２―１３．５―１３．０―１２．２―１１．６―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．２―４９．７―１：０２．７―１：１４．９―１：２６．５―１：３７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�シュウザンゴールド �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００６．１０．２８ 福島５着

２００４．２．２２生 牡３鹿 母 グローバルカード 母母 グローバルダイナ ６戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔制裁〕 ダイワタキオン号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００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。



１００７８ ４月２１日 曇 良 （１９福島１）第７日 第６競走 ��２，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� 基準タイム

中央レコード

２：３２．７
２：２８．６

不良

不良

５５ �� マキバスマイル 牡５黒鹿５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 勝川牧場 ４７６± ０２：３８．４ ２．５�

５６ � カオリエスペランサ 牡５鹿 ５７ 左海 誠二川畑 �司氏 武市 康男 青森 大須賀牧場 B５４６－ ８２：３９．１４ ８．８�
（船橋）

８１２� メジロハックマン 牡６栗 ５７ 吉田 隼人�メジロ牧場 土田 稔 伊達 メジロ牧場 ４５２－ ８ 〃 ハナ １５．４�
２２ テンエイトップガン 牡５黒鹿５７ 嘉藤 貴行熊坂富寿雄氏 佐藤 吉勝 福島 農事組合法人

熊坂開発 ５５０＋ ２２：３９．６３ ２１．６�
６８ ホーネットアーミー �５黒鹿 ５７

５４ ▲田中 博康 �サンデーレーシング 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４８２－ ２２：３９．７� ６．５�
１１ 	 リキアイナスノオー 牡５鹿 ５７

５４ ▲北村 友一高山 幸雄氏 本郷 一彦 栃木 恵比寿興業株式
会社	須野牧場 ４６０－ ２２：３９．８
 ８．７


３３ ゼ ウ ス 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹神林 幸一氏 小西 一男 浦河 小島牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ ２７．４�
４４ トウショウコーラル 牡８芦 ５７ 高橋 智大トウショウ産業� 大久保洋吉 静内トウショウ牧場 ４９４－ ８２：４０．０１� ３７．４
７１０� バンダムカーン 牡６鹿 ５７ 安藤 光彰山科 統氏 南田美知雄 門別 坂 牧場 B４７２± ０ 〃 アタマ ９．９�
７９ � アドマイヤグローリ 牡４栗 ５７ 柴山 雄一近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４７４＋ ４２：４０．９５ ６．２�
８１１	 クリノシシマル 牡６栗 ５７ 津村 明秀栗本 博晴氏 斎藤 誠 門別 若林 武雄 ４８０＋ ２２：４１．２１� ３２．３�
６７ �	 アイノヤマト 牡４鹿

５７
５４ ▲黛 弘人田中 卓氏 大和田 稔 浦河 バンダム牧場 ４１２＋ ２２：４３．２大差 １５２．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ８，００２，２００円 複勝： １０，２２５，３００円 枠連： １０，４０４，７００円

普通馬連： ２８，１６７，３００円 馬単： ３１，７４７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ９，３７５，０００円

３連複： ４２，８１５，２００円 ３連単： 発売なし 計： １４０，７３７，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ２２０円 � ３７０円 枠 連（５－５） １，２３０円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ７７０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� ４，８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ８００２２ 的中 � ２５６０４（１番人気）
複勝票数 計 １０２２５３ 的中 � ２７３３７（１番人気）� １１０９２（４番人気）� ５４６７（７番人気）
枠連票数 計 １０４０４７ 的中 （５－５） ６２６３（７番人気）
普通馬連票数 計 ２８１６７３ 的中 �� １８７７４（４番人気）
馬単票数 計 ３１７４７８ 的中 �� １２０７４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９３７５０ 的中 �� ４４１８（５番人気）�� ３０２０（８番人気）�� １０５２（２８番人気）
３連複票数 計 ４２８１５２ 的中 ��� ６４７１（１４番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．８―１４．０―１４．０―１４．０―１３．５―１３．８―１３．８―１２．５―１２．６―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．３―２６．１―４０．１―５４．１―１：０８．１―１：２１．６―１：３５．４―１：４９．２―２：０１．７―２：１４．３―２：２６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→
」 上り４F４９．２―３F３６．７
１
�
１２（１１，７）（１，２，９）（８，６）（３，４，５）１０・（１２，１１，６）（２，７，５）９（１，４，８，１０）３

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

勝馬の
紹 介

�
�
マキバスマイル �

�
父 サクラローレル �

�
母父 ベ リ フ ア

２００２．５．７生 牡５黒鹿 母 マキバサイレント 母母 スコールディング ５戦１勝 賞金 １１，３００，０００円
地方デビュー ２００５．３．２５ 大井

〔制裁〕 アイノヤマト号の騎手黛弘人は，２周目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。
※クリノシシマル号は，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。



１００７９ ４月２１日 曇 良 （１９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１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

４７ メイショウダンディ 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大松本 好雄氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４３８－１０１：４６．９ ７．１�

３４ � アンビリーバブル �６青 ５７
５４ ▲佐藤 聖也戸佐 眞弓氏 藤原 辰雄 門別 広富牧場 ４７４＋ ２１：４７．０� ５．０�

６１１� パ ス ク ア 牡４鹿 ５７ 石橋 脩 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B５０６＋１０１：４７．２１ ４９．８�

７１３
�
	
� コスモコネクション 牝５芦 ５５ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 門別 坂田牧場 ４５６－１０１：４７．３
 ３５．５�

２２ サクセスガーウィン 牡４鹿 ５７
５４ ▲田中 博康�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 笠松牧場 B４７８－ ６１：４７．４� ３．８�

８１５ ニシノジャンヌ 牝６青鹿 ５５
５２ ▲的場 勇人西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４４８＋ ４１：４７．７１
 ３１．５	

６１０� レフトシート 牡７黒鹿５７ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４７２± ０１：４８．０１
 ２０．４

７１２� ケリーズナカヤマ 牝６黒鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗�中山牧場 武藤 善則 浦河 中山牧場 ４５０＋ ２１：４８．１� ２６．６�
５９ レ フ ォ ル マ 牡５青鹿５７ 中舘 英二 �社台レースホース石毛 善彦 千歳 社台ファーム ５０８－１２ 〃 アタマ ３．７�
５８ � アミフジハナザカリ 牝５黒鹿５５ 田辺 裕信内藤 好江氏 山田 要一 門別 内藤牧場 ４６４－ ２１：４８．２
 １０８．３
８１４ ダイシンツウィギー 牝６鹿 ５５ 安藤 光彰戸山 光男氏 南田美知雄 新冠 松本 信行 ４５２＋ ４１：４８．４１� ７９．７�
１１ スズノグランプリ 牡６芦 ５７

５５ △中村 将之阿部 雅子氏 須貝 彦三 新冠 越湖ファーム ４６２＋ ２１：４８．６１� ２１．７�
３５ �	 スズカヘイロー 牡５黒鹿

５７
５４ ▲田中 克典永井 啓弍氏 藤岡 範士 浦河 小林 仁 ４６６＋ ２ 〃 同着 １１．７�

２３ �� フューチュリズム 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹田中 成奉氏 星野 忍 門別 碧雲牧場 B４７２－１２１：４９．２３� ９０．１�
４６ トウキュウキング 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４８６＋ ４１：５０．５８ ２０．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８，９５４，６００円 複勝： １１，３９７，４００円 枠連： １０，１２１，１００円

普通馬連： ３４，２５９，１００円 馬単： ３１，４７１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ９，７６９，３００円

３連複： ４８，４５５，２００円 ３連単： 発売なし 計： １５４，４２７，９００円

払 戻 金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２１０円 � １８０円 � １，０３０円 枠 連（３－４） １，３００円

普通馬連 �� １，８８０円 馬 単 �� ４，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ４，７４０円 �� ３，１５０円

３ 連 複 ��� ３６，２００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ８９５４６ 的中 � １００１５（４番人気）
複勝票数 計 １１３９７４ 的中 � １５９８７（４番人気）� ２０８２８（３番人気）� ２１３０（１２番人気）
枠連票数 計 １０１２１１ 的中 （３－４） ５７５５（６番人気）
普通馬連票数 計 ３４２５９１ 的中 �� １３５１８（５番人気）
馬単票数 計 ３１４７１２ 的中 �� ５４０６（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９７６９３ 的中 �� ３２９２（６番人気）�� ４９２（５０番人気）�� ７４６（３８番人気）
３連複票数 計 ４８４５５２ 的中 ��� ９８８（１１５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．８―２９．２―４１．３―５４．３―１：０７．０―１：１９．８―１：３３．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウダンディ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 ナスルエルアラブ デビュー ２００６．１．２２ 小倉２着

２００３．２．２８生 牡４鹿 母 ロイヤルアラブ 母母 スウイフトランナー １８戦２勝 賞金 ２７，８３０，０００円
〔制裁〕 パスクア号の騎手石橋脩は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。

コスモコネクション号の騎手柴山雄一は，４コーナーで外側に斜行し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。
（非当選馬） ２頭 クリノシシマル号・グロスターチャーム号



１００８０ ４月２１日 曇 良 （１９福島１）第７日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４５分 （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

２４ プライムナンバー 牝５栗 ５５
５２ ▲田中 健 �サンデーレーシング 浅見 秀一 追分 追分ファーム ４３４－ ４１：４７．５ ６．５�

８１５� ツリーオブライフ 牝４鹿 ５５
５２ ▲草野 太郎 �社台レースホース坂本 勝美 千歳 社台ファーム B５３０－ ２１：４８．２４ ９３．０�

４８ パープルカフェ 牝４鹿 ５５ 二本柳 壮西川 恭子氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４７４± ０１：４８．３� ３．８�
８１６� キッズエンジェル 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人瀬谷 �雄氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４６６－１２ 〃 クビ ９．７�
５１０ プラジェラート 牝４鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗 �社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：４８．４� ２７．１�
６１２ ローランアントレ 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一斉藤 敏博氏 友道 康夫 青森 諏訪牧場 ４９０＋ ２１：４８．６１ ８．４	
５９ � プリンセスイブ 牝５黒鹿５５ 西田雄一郎岡田 隆寛氏 境 征勝 静内 岡田牧場 ４３０－ ２ 〃 ハナ １４．８

３５ �� シ ゲ ハ ヤ テ 牝８鹿 ５５

５２ ▲佐藤 聖也鈴木 重男氏 岩城 博俊 浦河 山口 義彦 ４６２－１１１：４８．７クビ １６６．２�
７１３� アドマイヤナンシー 牝５鹿 ５５ 芹沢 純一近藤 利一氏 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４９４± ０ 〃 ハナ ３５．５�
２３ トーセンセレニティ 牝４栗 ５５ 安藤 光彰島川 �哉氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 ４３０± ０１：４８．８� １４．９
６１１�	 メイショウトウゲン 牝５栗 ５５

５３ △中村 将之松本 好雄氏 増本 豊 新冠 秋田牧場 ４３２－ ８ 〃 ハナ １７８．５�
１２ プリムラシチー 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 宮本 博 浦河 駿河牧場 ４２４± ０１：４９．１１� ７．１�
４７ ウインゼフィール 牝６鹿 ５５ 青木 芳之�ウイン 藤沢 和雄 門別 三城牧場 ４８８－ ２ 〃 ハナ １２．６�
１１

�
�
	 コスモシレナ 牝４青鹿

５５
５２ ▲田中 博康 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 堤 光夫 ４６８＋ ８１：４９．３１
 １１．４�

７１４
�
�
	 エプソムチャーム 牝４栗 ５５ 木幡 初広 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 笹倉 武久 静内 畠山牧場 ４２６－１２１：５０．６８ １８６．９�
３６ � ビューティーパール 牝４黒鹿５５ 中舘 英二水上 行雄氏 増沢 末夫 浦河 笠松牧場 ４４２－１０１：５０．９１� １１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，００３，５００円 複勝： １４，５７４，１００円 枠連： １７，２０６，９００円

普通馬連： ４２，１４０，５００円 馬単： ３８，０５８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １１，９７０，７００円

３連複： ６４，６３２，７００円 ３連単： 発売なし 計： １９９，５８７，２００円

払 戻 金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２１０円 � １，９６０円 � １５０円 枠 連（２－８） ２，３１０円

普通馬連 �� ４８，６７０円 馬 単 �� ７６，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，７３０円 �� ４８０円 �� ６，８８０円

３ 連 複 ��� ６１，９５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１００３５ 的中 � １３４２６（２番人気）
複勝票数 計 １４５７４１ 的中 � １９４９９（２番人気）� １３２５（１３番人気）� ３３６９１（１番人気）
枠連票数 計 １７２０６９ 的中 （２－８） ５５１６（１０番人気）
普通馬連票数 計 ４２１４０５ 的中 �� ６３９（７６番人気）
馬単票数 計 ３８０５８８ 的中 �� ３６６（１３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１９７０７ 的中 �� ５９２（６０番人気）�� ６７８４（１番人気）�� ４０５（６８番人気）
３連複票数 計 ６４６３２７ 的中 ��� ７７０（１９６番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．７―１２．６―１２．４―１２．１―１２．１―１１．８―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．１―３４．８―４７．４―５９．８―１：１１．９―１：２４．０―１：３５．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プライムナンバー �
�
父 ジェイドロバリー �

�
母父 Integra デビュー ２００４．１１．１３ 京都４着

２００２．２．１２生 牝５栗 母 インテグレート 母母 Vitscay ２４戦２勝 賞金 ２１，０９０，０００円
※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 スイートチュチュ号



１００８１ ４月２１日 曇 良 （１９福島１）第７日 第９競走 ��
��１，１５０�サラブレッド系４歳以上

発走１４時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

４７ � カフェブルックリン 牡７黒鹿５７ 菊沢 隆徳西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ５１０＋ ６１：０９．７ ９．０�

５１０� ヤクモソニック 牡６黒鹿５７ 芹沢 純一小倉 正夫氏 増本 豊 八雲 山崎牧場 ４９０± ０１：０９．９１	 １０．０�
８１５
 マンボカーニバル 牝７鹿 ５５

５４ ☆塚田 祥雄�グランド牧場 高松 邦男 米 Grand Farm ４２０＋ ２１：１０．０� ４７．４�
３６ �� ウインカスケード 牡４黒鹿５７ 津村 明秀�ウイン 鈴木 伸尋 早来 ノーザンファーム B４９０＋ ４１：１０．２１ ２．４�
６１２ レイゴールド 牡６栗 ５７ 田辺 裕信林 千枝子氏 石栗 龍彦 浦河 酒井 清 ５２０－ ４ 〃 ハナ ９５．３�
２３ オリオンザクロノス 牡４鹿 ５７

５４ ▲佐藤 聖也日浦 桂子氏 根本 康広 新冠 川上牧場 ５２８－１０１：１０．３� ７．２	
３５ � ラフレシアチケット 牝５鹿 ５５

５４ ☆大野 拓弥吉田 昭一氏 鈴木 勝美 浦河 今井 秀樹 ５１８± ０１：１０．５１	 ９５．１

６１１�� ス ズ カ ボ ス 牡４青鹿 ５７

５４ ▲北村 友一永井 啓弍氏 藤岡 範士 静内 酒井 静男 B４６８－ ８ 〃 ハナ ５．２�
８１６ カシノエスケイプ 牝４栗 ５５

５２ ▲大下 智柏木 務氏 梅内 忍 えりも えりもホースクラブ ４７６－１６１：１０．６ ２０．９�
２４ 
� ロードキングダム 牡６鹿 ５７ 安藤 光彰 �ロードホースクラブ 山内 研二 米 Dr. William

O. Reed ４９０＋３３ 〃 ハナ ９５．２
７１３� ニシノオウヒ 牝５鹿 ５５ 左海 誠二西山 茂行氏 小桧山 悟 鵡川 西山牧場 ４７４＋ ８１：１０．８１� ８５．８�

（船橋）

４８ スリースピリット 牡６鹿 ５７
５５ △中村 将之永井商事� 野村 彰彦 様似 �村 伸一 ４４８± ０ 〃 アタマ １８．１�

１２ � グ ー ニ ー ズ �４黒鹿 ５７
５４ ▲宮崎 北斗吉田 和美氏 藤原 辰雄 千歳 ロイヤルファーム ４７２－１２１：１０．９� １４．７�

７１４ スプリングベルン 牝４栗 ５５ 石橋 脩加藤 春夫氏 柴田 政人 静内 三宅牧場 ４６８－１０１：１１．０ １２５．０�
１１ ブンブンブン 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 B４５６－ ６１：１１．３１ ３１．８�
５９ ウメノレイメイ 牡５鹿 ５７

５４ ▲的場 勇人楳津 繁氏 鈴木 勝美 静内 藤本牧場 ４９８－ ２１：１１．８３ ６３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，６５１，８００円 複勝： １６，４６０，８００円 枠連： １５，６１７，１００円

普通馬連： ５０，２６０，３００円 馬単： ３９，４４１，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，２１０，３００円

３連複： ５４，９８１，９００円 ３連単： １５７，４９５，４００円 計： ３６２，１１８，６００円

払 戻 金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ３２０円 � ３４０円 � ９１０円 枠 連（４－５） １，１４０円

普通馬連 �� ３，２３０円 馬 単 �� ７，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３８０円 �� ４，０５０円 �� ３，４１０円

３ 連 複 ��� ４２，３６０円 ３ 連 単 ��� １９８，６９０円

票 数

単勝票数 計 １３６５１８ 的中 � １１９５６（４番人気）
複勝票数 計 １６４６０８ 的中 � １４８５５（４番人気）� １３５２７（５番人気）� ４２４２（１０番人気）
枠連票数 計 １５６１７１ 的中 （４－５） １０１７０（５番人気）
普通馬連票数 計 ５０２６０３ 的中 �� １１４８４（１０番人気）
馬単票数 計 ３９４４１０ 的中 �� ３７５０（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４２１０３ 的中 �� ２６０２（１６番人気）�� ８５３（４３番人気）�� １０１５（３８番人気）
３連複票数 計 ５４９８１９ 的中 ��� ９５８（１１８番人気）
３連単票数 計１５７４９５４ 的中 ��� ５８５（５３４番人気）

ハロンタイム ９．５―１０．９―１１．５―１２．０―１２．２―１３．６

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．４―３１．９―４３．９―５６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カフェブルックリン �
�
父 Singspiel �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００２．９．７ 新潟１着

２０００．２．２２生 牡７黒鹿 母 イクスペクトトゥシャイン 母母 Frankova １３戦２勝 賞金 ２８，９００，０００円
※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） ２頭 エレガンストラッド号・サファリバンブー号
（非抽選馬） ２頭 エイコーロマン号・モエレタイムオン号
※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。



１００８２ ４月２１日 曇 良 （１９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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１６� シャペロンルージュ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人�杵臼牧場 的場 均 浦河 杵臼牧場 ４７２＋ ２１：０９．５ １０．１�

２４ � ケイコティアラ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩小林けい子氏 柴田 政人 門別 ヤナガワ牧場 ４４２± ０１：０９．８２ １２．７�
７１３ オールライトナウ 牡３芦 ５６ 田辺 裕信平井 裕氏 本郷 一彦 三石 澤田 嘉隆 ５１０＋１０ 〃 クビ ４．６�
８１５� コアレスリーヴァ 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４５８－１２１：１０．０１� ９．４�
６１２�� ロックアスリート 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹小原 巖氏 笹倉 武久 新冠 大栄牧場 ４７０－ ８１：１０．１	 １８．５�
５１０� シゲルメルシ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大森中 蕃氏 沖 芳夫 新冠 長浜 秀昭 ４６８＋１４１：１０．２
 ３．５�
７１４�� キングブレーヴ 牡３鹿 ５６ 川島 信二辻 俊夫氏 安藤 正敏 浦河 ヒダカフアーム ４５６－ ８１：１０．３	 ４２．６	
３５ � ポ エ ラ ヴ ァ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥伊達 秀和氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４１４＋１０１：１０．４	 １６７．０

５９ カネスラファール 牡３黒鹿５６ 木幡 初広杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４６４－１０１：１０．５	 １７．８�
３６ スピードカンニング 牡３黒鹿５６ 津村 明秀青山 洋一氏 藤岡 健一 静内 千代田牧場 ４９２＋ ４ 〃 ハナ ５．７�
４８ �� モエレスプライト 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉中村 正子氏 野元 昭 三石 中村 和夫 B４２６－ ２１：１０．６	 ２２０．６
１２ �� リアルロマン 牡３鹿 ５６ 左海 誠二山口 裕介氏 林 正人 静内 泊 寿幸 ４６６＋ ２１：１０．８１ ６９．６�

（船橋） （船橋）

６１１� ミサトシャーディー 牡３鹿 ５６ 佐藤 聖也戸部 洋氏 根本 康広 門別 ファーミングヤナキタ ４３６－１０ 〃 クビ ２６５．３�
１１ � ブラックマンバ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �天羽治牧場 西塚 安夫 平取 坂東牧場 ４４４＋ ４１：１１．４３	 ９３．３�
４７ � メイショウバルドル 牡３黒鹿５６ 高橋 亮松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 ４５２－ ４１：１１．５	 １０．７�
２３ スウィープユアラヴ 牝３芦 ５４ 柴山 雄一臼田 浩義氏 清水 英克 千歳 社台ファーム ４２６－ ６１：１１．７１	 ３３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２９２，０００円 複勝： １７，２２４，３００円 枠連： ２１，３４２，７００円

普通馬連： ６７，２５５，５００円 馬単： ４８，４６４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１０３，０００円

３連複： ７０，１１１，４００円 ３連単： １８９，９９７，３００円 計： ４４８，７９０，８００円

払 戻 金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ２８０円 � ２７０円 � ２１０円 枠 連（２－８） １，５５０円

普通馬連 �� ２，５５０円 馬 単 �� ５，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 �� １，２６０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ６，９３０円 ３ 連 単 ��� ４４，１１０円

票 数

単勝票数 計 １６２９２０ 的中 � １２８０４（５番人気）
複勝票数 計 １７２２４３ 的中 � １５５９９（５番人気）� １６１７４（４番人気）� ２３４９６（３番人気）
枠連票数 計 ２１３４２７ 的中 （２－８） １０１７４（８番人気）
普通馬連票数 計 ６７２５５５ 的中 �� １９４７１（９番人気）
馬単票数 計 ４８４６４６ 的中 �� ６３１４（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１０３０ 的中 �� ４５３０（９番人気）�� ３５１２（１７番人気）�� ４１１０（１３番人気）
３連複票数 計 ７０１１１４ 的中 ��� ７４６９（２２番人気）
３連単票数 計１８９９９７３ 的中 ��� ３１７９（１３８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．０―１１．７―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．０―３４．０―４５．７―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シャペロンルージュ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００７．１．２７ 小倉５着

２００４．４．１４生 牝３鹿 母 プリンセスマリー 母母 プレザントソーサリス ３戦２勝 賞金 １６，０９２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 エムオーミラクル号・エースハーバー号・セーリア号・タカラタロウ号・トミノドリーム号・ブループレミアム号・

マルターズマゼル号
※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２１日 曇 良 （１９福島１）第７日 第１１競走 ��
��１，８００�第４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，日本馬：５３�，収得賞金
１，２００万円毎１�増，�：５５�，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 ５７４，０００円 １６４，０００円 ８２，０００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

７１４ スプリングドリュー 牝７芦 ５５ 柴山 雄一加藤 春夫氏 堀 宣行 様似 清水スタッド ４７６－ ４１：４６．６ ２１．９�

５１０ フラッグシップ 牝５鹿 ５４ 塚田 祥雄 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ４６０－ ６１：４６．７� ６．６�
８１６	 ヤマニンメルベイユ 牝５栗 ５４ 勝浦 正樹土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４７２－ ８ 〃 アタマ ５．７�
７１３	
 コスモマーベラス 牝５栗 ５６ 菊沢 隆徳 �ビッグレッドファーム 中村 均 三石 中村 和夫 ４３８－ ４１：４６．８� ５．４�
４７ ロフティーエイム 牝５鹿 ５４ 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 ４９４－ ８ 〃 クビ ６．６�
３６ サ ヨ ウ ナ ラ 牝６栗 ５５ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 門別 下河辺牧場 ４８０＋ ５１：４７．０１� ５８．２�
８１５	 サンレイジャスパー 牝５鹿 ５５ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４７２－ ２ 〃 ハナ ５．８	
３５ 
 テイエムプリキュア 牝４黒鹿５６ 熊沢 重文竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 B４８６－ ４１：４７．１� １８．６

２４ 	 コアレスパティオ 牝６鹿 ５４ 高橋 智大小林 昌志氏 成島 英春 平取 清水牧場 ４６６－ ４１：４７．２クビ ３１．２�
６１１	 ジョリーノエル 牝５黒鹿５４ 小野 次郎 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ５０４－ ６１：４７．３� １０．８�
６１２ マイネルーシッド 牝５鹿 ５３ 田中 博康 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 静内 ビツグレツドフアーム ４００＋ ２ 〃 アタマ ８２．８�
５９ 	 ニシノフジムスメ 牝４鹿 ５４ 中舘 英二西山 茂行氏 藤原 英昭 鵡川 西山牧場 ４６２＋ ４１：４７．４� １１．１�
２３ アルーリングボイス 牝４鹿 ５６ 太宰 啓介 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 白老ファーム ４４０－ ６１：４７．５クビ ２６．８�
４８ 	 サンマルセイコー 牝４黒鹿５４ 大野 拓弥相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４６４± ０１：４８．０３ ２００．１�
１２ 
 ダイワパッション 牝４鹿 ５７ 長谷川浩大大城 敬三氏 増沢 末夫 三石 田上 稔 ４７２－ ４１：４８．２１� ４１．１�
１１ ナナヨーティアラ 牝５鹿 ５４ 田中 健尾崎 和助氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 ４６６＋ ４１：４９．０５ ６８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５１，３４２，２００円 複勝： ７５，９９０，４００円 枠連： ７７，０９４，８００円

普通馬連： ４２０，５３８，１００円 馬単： ２２９，８８４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ８７，５４２，７００円

３連複： ４５８，１９９，３００円 ３連単： ９９８，４３５，８００円 計： ２，３９９，０２７，３００円

払 戻 金

単 勝 � ２，１９０円 複 勝 � ６７０円 � ２５０円 � ２３０円 枠 連（５－７） １，０６０円

普通馬連 �� ９，１３０円 馬 単 �� １８，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８４０円 �� ２，９５０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� １９，３１０円 ３ 連 単 ��� １４７，１１０円

票 数

単勝票数 計 ５１３４２２ 的中 � １８５４９（９番人気）
複勝票数 計 ７５９９０４ 的中 � ２５３７０（９番人気）� ８５５５２（５番人気）� ９５７０９（４番人気）
枠連票数 計 ７７０９４８ 的中 （５－７） ５３８５４（４番人気）
普通馬連票数 計４２０５３８１ 的中 �� ３４０１８（３１番人気）
馬単票数 計２２９８８４０ 的中 �� ９３３０（６３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８７５４２７ 的中 �� ７４３２（３３番人気）�� ７１５０（３５番人気）�� ２７４８５（１１番人気）
３連複票数 計４５８１９９３ 的中 ��� １７５１６（６２番人気）
３連単票数 計９９８４３５８ 的中 ��� ５００９（４４７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．３―１１．２―１２．０―１２．２―１２．５―１２．３―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２２．６―３３．８―４５．８―５８．０―１：１０．５―１：２２．８―１：３４．４

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

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

勝馬の
紹 介

スプリングドリュー �
�
父 ミ シ ル �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００２．１０．５ 中山９着

２０００．３．３１生 牝７芦 母 ダイナサフラン 母母 シヤダイアグリー ４４戦７勝 賞金 １３３，８８２，０００円
〔制裁〕 フラッグシップ号の騎手塚田祥雄は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ラドランファーマ号



１００８４ ４月２１日 曇 良 （１９福島１）第７日 第１２競走 ��
��２，０００�

じ ょ う ど だ い ら

浄 土 平 特 別
発走１６時０５分 （芝・右）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．４
１：５６．４

良

良

２２ �� ブレイズワン 牡４栗 ５７ 長谷川浩大田中 昇氏 西浦 勝一 門別 加藤ステーブル ４５２－ ２２：００．６ ５．８�

４５ 	 ダノンスイショウ 牝４鹿 ５５ 安藤 光彰�ダノックス 加藤 征弘 米 Shadai Farm ４９０＋ ４２：００．８１
 ２．９�
６８ マーブルワンダー 牡４栗 ５７ 熊沢 重文下村 直氏 田所 清広 新冠 早田牧場新

冠支場 ４７８－ ８２：０１．３３ １０．４�
５６ 	� シゲルイサイダカ 牡４鹿 ５６ 赤木高太郎森中 蕃氏 坪 憲章 豪 Boxgrove

Pastoral Co ５０２－ ８ 〃 ハナ ２０．３�
５７ �� エスペランサワン 牡５鹿 ５７ 石橋 脩加藤 春夫氏 柴田 政人 様似 様似共栄牧場 ４９４－１０２：０１．５１
 ４．６�
８１２� ミヤコノカーン �６栗 ５７ 石神 深一吉田都枝江氏 佐藤 吉勝 青森 明成牧場 ４５４＋ ４２：０１．８１ ７．０�
４４ 	 ゴールドカフェ �７栗 ５７ 木幡 初広西川 恭子氏 蛯名 信広 米 Lucille

Conover B４４４－ ２２：０１．９� ６７．４	
１１ � ナリタモーガン 牡４鹿 ５７ 田中 健�オースミ 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４２４＋ ２ 〃 クビ ３５．２

６９ �� ダグラスフォンテン 牡５鹿 ５７ 岩部 純二吉橋 計氏 萱野 浩二 青森 柏木牧場 ４６４－ ４２：０２．１１
 １３８．５�
３３ アーバンエスケープ �６鹿 ５７ 柴山 雄一 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 新冠 北星村田牧場 ４５６－ ２２：０２．２� ９．４
７１１�� スズカボーイ 牡４栗 ５７ 中村 将之永井 啓弍氏 坪 憲章 門別 千葉飯田牧場 ４７６－ ４２：０２．３ ２１．８�
７１０� イールドハード 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹中澤 幸幹氏 高橋 裕 門別 木村牧場 B５００± ０２：０２．５１ ３７．２�
８１３� デュエルヴァンクル 牡４栗 ５７ 左海 誠二柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７０± ０２：０２．７１� １２０．９�

（船橋）

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，２１９，９００円 複勝： １９，６０４，１００円 枠連： ２１，３７８，９００円

普通馬連： ７３，６５８，２００円 馬単： ５９，６６３，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８９２，６００円

３連複： ７３，４５３，４００円 ３連単： ２０２，４５１，０００円 計： ４８６，３２１，４００円

払 戻 金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ２９０円 枠 連（２－４） ７００円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� １，０４０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ３，０１０円 ３ 連 単 ��� １３，４９０円

票 数

単勝票数 計 １７２１９９ 的中 � ２３６９６（３番人気）
複勝票数 計 １９６０４１ 的中 � ３２１０１（３番人気）� ３８９７４（１番人気）� １４１２８（５番人気）
枠連票数 計 ２１３７８９ 的中 （２－４） ２２７１３（１番人気）
普通馬連票数 計 ７３６５８２ 的中 �� ６９１００（２番人気）
馬単票数 計 ５９６６３３ 的中 �� ２２７５８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８９２６ 的中 �� １５３３１（１番人気）�� ４２０３（１４番人気）�� ５２３６（１０番人気）
３連複票数 計 ７３４５３４ 的中 ��� １８０５５（８番人気）
３連単票数 計２０２４５１０ 的中 ��� １１０７７（３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．７―３５．６―４８．２―１：０１．０―１：１３．４―１：２５．１―１：３６．８―１：４８．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
ブレイズワン �

�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００５．６．１９ 阪神８着

２００３．４．７生 牡４栗 母 シーサイドエンゼル 母母 シヤダイハマナス １７戦２勝 賞金 ３１，０１６，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ダグラスフォンテン号は，平成１９年５月２１日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 メジロスパイダー号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）
※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。



（１９福島１）第７日 ４月２１日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
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

２１６，６２０，０００円
３，３６０，０００円
７，０３０，０００円
７６０，０００円
１，９４０，０００円
２２，４５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，４２３，０００円
４，８４８，０００円
１，７７７，６００円

勝馬投票券売得金
１７２，２０３，０００円
２１５，２８０，９００円
２２８，８３８，９００円
８５４，８５３，５００円
６３３，０９４，９００円
２１３，７７０，８００円
１，０２５，６４７，９００円
１，５４８，３７９，５００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 ４，８９２，０６９，４００円

総入場人員 １０，１５４名 （有料入場人員 ８，６３４名）




