
１００４９ ４月２６日 曇 良 （２０福島１）第５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

５１０ チチブヨマツリ 牝３栗 ５４
５１ ▲三浦 皇成島田 久氏 西塚 安夫 門別 今井牧場 ４４２± ０１：０９．７ ４．６�

３５ ケージーバクシンオ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝川井 五郎氏 土田 稔 新冠 岩見牧場 ４６８－ ４１：０９．９１� ４．５�
６１２ ライコウテンユウ 牡３栗 ５６ 中舘 英二内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ４．９�
２４ ベルモントボニータ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４８２－ ４１：１０．０� １４６．８�
７１３ グルービーアイズ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海ディアレスト 斎藤 誠 新冠 山内 鈴子 ４６８＋ ８ 〃 アタマ ３．８�
５９ バードダムール 牝３青鹿５４ 木幡 初広阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 中央牧場 ４４６± ０１：１０．２１� ２１．２�
３６ コスモディスタンゲ 牡３栗 ５６

５３ ▲黛 弘人 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 広瀬 正昭 ４７８＋ ６１：１０．５１� ６．９	
１１ セフティロングワン 牡３青鹿５６ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ５１８－１２ 〃 ハナ ３１．０

７１４ リルティングソング 牝３栗 ５４

５３ ☆北村 友一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４３０＋ ２１：１０．８１� ２８．６�

６１１ ベ リ ッ シ モ 牝３栗 ５４ 村田 一誠松本夫佐子氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４７０－ ４ 〃 クビ １３３．９
１２ シベリアンマグピー 牝３芦 ５４ 吉田 隼人藤田与志男氏 天間 昭一 新冠 村上 雅規 ４２４－１０１：１０．９クビ ９９．９�
８１６ メイショウニポポ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４２０－ ８１：１１．０� ２２０．５�
２３ ファジーネーブル 牝３栗 ５４ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 静内 荒木 克己 ４３６－ ７１：１１．２１� ９０．１�
８１５ リバルドガルダ 牝３鹿 ５４ 梶 晃啓河野 保雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 ４９６± ０１：１１．３クビ ２７．３�
４８ パ ク 牝３鹿 ５４ 高山 太郎北所 直人氏 佐藤 全弘 門別 賀張中川牧場 ４２０－ ２１：１１．８３ ２０３．９�
４７ ローランビオス 牝３栗 ５４ 赤木高太郎斉藤 敏博氏 水野 貴広 三石 元道牧場 ４５６ ―１：１４．１大差 １８５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，２５２，３００円 複勝： １２，５３５，９００円 枠連： １０，０５０，３００円

普通馬連： ２６，３６５，３００円 馬単： ２９，０１８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ９，３９７，４００円

３連複： ４７，６８０，２００円 ３連単： 発売なし 計： １４３，２９９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � １６０円 � １８０円 枠 連（３－５） ５８０円

普通馬連 �� １，１４０円 馬 単 �� ２，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ４６０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ８２５２３ 的中 � １４４３３（３番人気）
複勝票数 計 １２５３５９ 的中 � １６３５８（４番人気）� ２３００１（２番人気）� １７８４５（３番人気）
枠連票数 計 １００５０３ 的中 （３－５） １２８８９（２番人気）
普通馬連票数 計 ２６３６５３ 的中 �� １７１８１（５番人気）
馬単票数 計 ２９０１８４ 的中 �� ７９７５（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９３９７４ 的中 �� ５４１０（６番人気）�� ５０３２（７番人気）�� ６３４７（３番人気）
３連複票数 計 ４７６８０２ 的中 ��� ２１３３０（６番人気）

ハロンタイム ９．４―１０．７―１１．１―１２．３―１２．８―１３．４

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．４―２０．１―３１．２―４３．５―５６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チチブヨマツリ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２００８．３．８ 中山９着

２００５．４．２９生 牝３栗 母 ミ ス ト 母母 スイートナデイア ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔その他〕 チチブヨマツリ号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ローランビオス号は，平成２０年５月２６日まで平地競走に出走できない。



１００５０ ４月２６日 曇 良 （２０福島１）第５日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

６１１ マチカネモンスーン 牝３栗 ５４ 古川 吉洋細川 益男氏 南井 克巳 門別 待兼牧場 ４２２－ ６１：１０．４ １７．５�

２４ ナリタスカーレット 牝３鹿 ５４
５１ ▲田中 健�オースミ 木原 一良 浦河 江渡 繁治 ４１２－ ２ 〃 クビ ９．７�

４８ ダイワプレシャス 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信大城 敬三氏 浅野洋一郎 静内 橋本牧場 ４２６± ０１：１０．６１ ３．０�
２３ ギンザマスタング 牡３鹿 ５６

５５ ☆的場 勇人有馬 博文氏 的場 均 三石 土田 扶美子 ４７４－２６ 〃 アタマ ５．８�
１２ リネンエース 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 B４４２－ ２１：１０．７クビ ９．４�
８１６ スズカタイホー 牡３芦 ５６ 中村 将之永井 啓弍氏 坪 憲章 新冠 メイタイ牧場 ４３６－ ２ 〃 アタマ １３．５�
７１３ サイレントキララ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４４０＋ ６ 〃 アタマ ９２．０	
３５ アスールグロリオ �３鹿 ５６

５４ △藤岡 康太冨沢 敦子氏 須貝 彦三 新冠 オートファー
ム 
渡 ４５０± ０１：１０．９１ １７６．９�

５１０ コウショウテンシ 牝３芦 ５４
５１ ▲荻野 琢真��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４２６－ ６１：１１．０� ２１２．３

３６ スプリングピット 牝３青鹿５４ 石橋 脩加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 様似共栄牧場 B４４２＋１０ 〃 ハナ １２．２�
５９ ダンツスイセイ 牝３青 ５４

５３ ☆北村 友一山元 哲二氏 田所 清広 新冠 土井牧場 ４４０± ０ 〃 ハナ ９５．１�
６１２ ベ ス ト 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸田 恭介柏木 務氏 沢 峰次 青森 一山牧場 ４２４－ ６１：１１．２１ ７１．７�
１１ ワイルドパンチ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二馬場 幸夫氏 浅見 秀一 静内 岡田スタツド ４７８－ ４１：１１．３� １５．０�
４７ モンテタキオン 牡３鹿 ５６

５３ ▲三浦 皇成毛利 喜昭氏 田村 康仁 門別 里深 牧場 ４４４＋ ２１：１１．９３� ６．３�
７１４ バクシンウイナー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海馬場瑛八郎氏 清水 利章 門別 新井 昭二 ４３８ ―１：１２．７５ １９．１�
８１５ ベ ス グ ロ �３栗 ５６

５３ ▲草野 太郎モナコ商事� 坂本 勝美 池田 新田牧場 ４８４ ―１：１６．８大差 ２２８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，８８７，２００円 複勝： １２，０７８，３００円 枠連： １０，２３１，７００円

普通馬連： ２７，３５１，３００円 馬単： ２７，９２４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ９，５５１，０００円

３連複： ４６，００９，２００円 ３連単： 発売なし 計： １４２，０３２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７５０円 複 勝 � ４１０円 � ３１０円 � １４０円 枠 連（２－６） ３，１２０円

普通馬連 �� ７，０８０円 馬 単 �� １４，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８３０円 �� ８４０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ５，８６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ８８８７２ 的中 � ４００９（９番人気）
複勝票数 計 １２０７８３ 的中 � ５９７５（９番人気）� ８７７５（６番人気）� ３３２４９（１番人気）
枠連票数 計 １０２３１７ 的中 （２－６） ２４２６（１１番人気）
普通馬連票数 計 ２７３５１３ 的中 �� ２８５３（３３番人気）
馬単票数 計 ２７９２４０ 的中 �� １４１９（６９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９５５１０ 的中 �� １２１８（２９番人気）�� ２８０６（８番人気）�� ４５６０（４番人気）
３連複票数 計 ４６００９２ 的中 ��� ５８００（１９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．２―１１．８―１２．０―１２．９

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マチカネモンスーン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．３．２ 中京９着

２００５．４．３０生 牝３栗 母 マチカネホレルナヨ 母母 Simply Gorgeous ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベスグロ号は，平成２０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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マルターズアディラ号



１００５１ ４月２６日 曇 良 （２０福島１）第５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

４５ セイカカリンバ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４５２± ０１：４７．２ ２．７�

５７ エミネムシチー 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 光丘牧場 ４４４± ０１：４７．３� ４．３�
８１３ ニシノグレキング �３黒鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 B４６４－ ２１：４８．１５ ５．６�
８１２ スナークホーオー 牡３栗 ５６ 石橋 脩杉本仙次郎氏 野村 彰彦 門別 下河辺牧場 ５１０－ ２ 〃 クビ ２０．３�
５６ サファリボス 牡３青鹿５６ 田辺 裕信熊久保勅夫氏 佐藤 吉勝 静内 船越 英治 B４６２± ０１：４８．４１� ５１．５�
２２ ベストルート 牡３栗 ５６ 柴山 雄一�服部牧場 庄野 靖志 静内 服部 牧場 ４５２± ０１：４８．７２ ３３．１	
６９ オーナーラヴ 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸田 恭介佐々木実子氏 荒川 義之 浦河 オーナー牧場 ４１８＋ １１：４８．８クビ １９．８

３３ ダンツキッシン 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ４９４ ―１：４９．３３ ５４．４�
４４ ルグランコンデ �３栗 ５６ 二本柳 壮 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 後藤 由之 三石 城地 清満 ５０６＋ ８１：４９．５１� １００．７�
１１ オンワードネス 牡３栗 ５６

５４ △藤岡 康太樫山 ハル氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４８６－ ２１：４９．８２ １１４．１
６８ イクセルカントリー 牡３鹿 ５６ 高山 太郎篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４７４± ０１：５０．０１ １６５．３�
７１０ ロングハンマー 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４４２＋ ２１：５０．３２ ６２．０�
７１１ トウカイプライム 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人内村 正則氏 安田 隆行 浦河 吉田 又治 ５０６－１８ 〃 アタマ ３．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０，００３，０００円 複勝： １１，３５２，４００円 枠連： ８，８２９，１００円

普通馬連： ２５，６０２，９００円 馬単： ２９，７６３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ８，６８６，４００円

３連複： ４２，７５７，２００円 ３連単： 発売なし 計： １３６，９９４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １６０円 枠 連（４－５） ４５０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ３１０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １０００３０ 的中 � ２９８２７（１番人気）
複勝票数 計 １１３５２４ 的中 � ２６７９８（１番人気）� １８６６２（３番人気）� １７６４１（４番人気）
枠連票数 計 ８８２９１ 的中 （４－５） １４６４３（１番人気）
普通馬連票数 計 ２５６０２９ 的中 �� ３５０５９（１番人気）
馬単票数 計 ２９７６３０ 的中 �� ２２９６７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８６８６４ 的中 �� ９５４５（１番人気）�� ６９４５（４番人気）�� ６０７５（５番人気）
３連複票数 計 ４２７５７２ 的中 ��� ３８７４５（２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．５―３０．４―４３．３―５６．４―１：０９．０―１：２１．５―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

セイカカリンバ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００７．７．１ 函館８着

２００５．２．２４生 牡３黒鹿 母 セイカカロブ 母母 サンデーズシス １２戦１勝 賞金 １０，２５０，０００円



１００５２ ４月２６日 曇 良 （２０福島１）第５日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

５９ フォンテーヌ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 谷口牧場 ４４２± ０１：４８．９ ５．３�

３５ ユーピロンユー 牝３鹿 ５４ 高山 太郎袴田 精一氏 蛯名 信広 静内 三宅牧場 B４２２－ ２ 〃 クビ ２２．６�
５１０ シーエンプレス 牝３鹿 ５４ 中村 将之 �サンデーレーシング 松元 茂樹 追分 追分ファーム ４８４ ―１：４９．１１� ３１．２�
１２ プログレッシブ 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康水上 行雄氏 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 ４１８－ ８１：４９．３１� １７．８�
７１３ ライトニングソード 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５６－ ２１：４９．５１� ３．２�
２３ ラクシュミーギャル 牝３黒鹿５４ 中舘 英二小谷津延弘氏 清水 出美 千歳 社台ファーム ４９０－ ４ 〃 クビ １２．７�
２４ メイショウシーカー 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 バンダム牧場 B４５６－ ８１：４９．８１� ５７．１	
８１６ ショウナンハゴロモ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�湘南 国枝 栄 浦河 桑田牧場 ４５０－ ６ 〃 ハナ ３．７

４８ プ リ ズ ム 牝３栗 ５４ 菊沢 隆徳鳴戸 雄一氏 作田 誠二 門別 いとう牧場 ４４４－１２１：４９．９� ２６．２�
７１４ キクノフレア 牝３鹿 ５４

５３ ☆北村 友一菊池 五郎氏 藤岡 範士 浦河 鮫川 啓一 ４７６＋ ６１：５０．５３� ２６．３�
１１ シャルマンローテ 牝３栗 ５４

５１ ▲宮崎 北斗山科 統氏 松永 幹夫 浦河 バンダム牧場 ４６４－１２１：５０．７１ １３７．９
３６ キドニーグリル 牝３芦 ５４

５３ ☆的場 勇人古川 智洋氏 佐藤 吉勝 三石 前川 正美 ４７４＋ ８ 〃 クビ １８６．３�
８１５ ス ズ シ ル フ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠小紫 芳夫氏 本間 忍 新冠 新冠橋本牧場 ４１０－１６１：５０．９１� １２４．１�
６１１ スエヒログリーナ 牝３鹿 ５４

５１ ▲三浦 皇成�みどり住宅 斎藤 誠 新冠 ヒノデファーム ５０４ ―１：５２．５１０ ３１．６�
６１２ マチカネハクウン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲田中 健細川 益男氏 沖 芳夫 門別 待兼牧場 ４９６ ―１：５２．８１� ８．０�
４７ アペルドールン 牝３青鹿 ５４

５２ △藤岡 康太�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 ４４２－ ４ 〃 ハナ １５０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，３８５，０００円 複勝： １４，９９７，１００円 枠連： １０，６５５，４００円

普通馬連： ２９，５７１，８００円 馬単： ３３，１１０，８００円 ワイド【拡大馬連】： １０，０５５，５００円

３連複： ４９，２０７，９００円 ３連単： 発売なし 計： １５９，９８３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２２０円 � ４００円 � ８７０円 枠 連（３－５） ２，４８０円

普通馬連 �� ３，４８０円 馬 単 �� ６，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０９０円 �� ２，３１０円 �� ５，４８０円

３ 連 複 ��� ２６，９５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２３８５０ 的中 � １８５３２（３番人気）
複勝票数 計 １４９９７１ 的中 � ２２３２３（３番人気）� ９５７９（５番人気）� ３８８４（１０番人気）
枠連票数 計 １０６５５４ 的中 （３－５） ３１８１（１０番人気）
普通馬連票数 計 ２９５７１８ 的中 �� ６２８１（１１番人気）
馬単票数 計 ３３１１０８ 的中 �� ３７６９（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １００５５５ 的中 �� ２３５３（１０番人気）�� １０６８（２３番人気）�� ４４０（５０番人気）
３連複票数 計 ４９２０７９ 的中 ��� １３４８（７７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．７―３５．５―４７．９―１：００．１―１：１２．１―１：２４．１―１：３６．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォンテーヌ �
�
父 デザートキング �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２００７．９．２２ 中山８着

２００５．３．２３生 牝３栗 母 ジャンレーヴ 母母 ホマレノプリンセス ７戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔その他〕 マチカネハクウン号は，競走中に疾病〔右手根骨粉砕骨折〕を発症。



１００５３ ４月２６日 曇 良 （２０福島１）第５日 第５競走 ��
��１，２００�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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

６１２ ニューホープ 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆北村 友一吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 ４３４± ０１：１０．３ １．６�

７１４ ロスアンゼルス �３鹿 ５６
５３ ▲宮崎 北斗坂田 行夫氏 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム ４２２－ ２１：１０．４� １４．２�

１２ ロングオーカ 牝３栗 ５４ 河北 通中井 敏雄氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４３８＋ ２１：１０．５� １６．７�
１１ ドンマルゴー 牡３鹿 ５６ 中村 将之山田 貢一氏 崎山 博樹 様似 小田 誠一 B４４６＋ ４１：１０．７１� １２．０�
３５ サマーアクトレス 牝３黒鹿５４ 松岡 正海セゾンレースホース� 宗像 義忠 新冠 富本 茂喜 ４６２＋１０１：１０．８� ７．２�
４７ メイショウシーマ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４２４－ ４ 〃 クビ １６３．９�
８１５ クールサンフォード 牡３黒鹿５６ 木幡 初広川上 哲司氏 蛯名 信広 池田 新田牧場 ４７６＋１８１：１１．１２ １２．０	
４８ カシノマチャガ 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎柏木 務氏 沢 峰次 新冠 五丸農場 B４６０± ０１：１１．２クビ ４３．４

８１６ クリノラブキッス 牝３黒鹿５４ 村田 一誠栗本 博晴氏 本間 忍 門別 佐々木 康治 ４６６ ― 〃 クビ １５４．８�
３６ バブルシンフォニー 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介釘田 義広氏 湯窪 幸雄 平取 スガタ牧場 ４２２－２６ 〃 ハナ ６３．４�
５９ タガノミステリアス 牝３鹿 ５４ 橋本 美純八木 良司氏 北出 成人 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４２８－ ２１：１１．３	 １７．３
２４ オジジアンクリス 牝３鹿 ５４

５３ ☆的場 勇人鳴戸 雄一氏 阿部 新生 浦河 馬道 隆 ４０６± ０１：１１．４クビ ３０．２�
６１１ ヌナノアール 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎畑佐 博氏 坂本 勝美 青森 太田ファーム ４３０－ ８ 〃 クビ １４８．３�
２３ 
 クレバーマリリン 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝田� 正明氏 石毛 善彦 米 S. R.

Robertson ４４４－ ８１：１１．６１� ５６．６�
７１３ グランフォース 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 健林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４００－ ２１：１１．８１ ２６６．７�
５１０ ヒロノキョウシュウ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 静内 聖心台牧場 B４８０＋１４ （競走中止） １６８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，６０４，７００円 複勝： １７，７６１，２００円 枠連： １１，８５８，２００円

普通馬連： ３０，０８０，０００円 馬単： ３６，０２９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １０，７７３，６００円

３連複： ５１，６４９，４００円 ３連単： 発売なし 計： １６９，７５６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � ２３０円 枠 連（６－７） １，０６０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ３１０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ２，４５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１６０４７ 的中 � ５９８３５（１番人気）
複勝票数 計 １７７６１２ 的中 � ８６３５９（１番人気）� １１７６９（５番人気）� １２８９７（４番人気）
枠連票数 計 １１８５８２ 的中 （６－７） ８３１０（４番人気）
普通馬連票数 計 ３００８００ 的中 �� ２１９４５（４番人気）
馬単票数 計 ３６０２９３ 的中 �� ２０６５５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０７７３６ 的中 �� ７０２６（４番人気）�� ９４６２（２番人気）�� １７２０（１４番人気）
３連複票数 計 ５１６４９４ 的中 ��� １５５８０（７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．１―１１．７―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．１―４５．８―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニューホープ �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー ２００７．８．１２ 小倉５着

２００５．３．２５生 牡３黒鹿 母 ピ ア プ リ モ 母母 ピアプリマドンナ １０戦１勝 賞金 １４，１００，０００円
〔競走中止〕 ヒロノキョウシュウ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。
（非当選馬） １頭 フェスティヴココ号
（非抽選馬） １頭 ブルーアース号



１００５４ ４月２６日 曇 良 （２０福島１）第５日 第６競走 ��２，０００�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

１：５８．４
１：５６．４

良

良

６７ ドリームエレメンツ 牡３栗 ５６ 大野 拓弥セゾンレースホース� 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４６２－ ２２：０３．５ ４．３�

１１ オウケンブルースリ 牡３栗 ５６
５５ ☆北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０４ ― 〃 クビ ７．９�

２２ スズカコング 牡３黒鹿 ５６
５４ △藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 清水牧場 ４５８－ ６２：０３．７１� ２．１�

５６ エーシンダカーポ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一平井 宏承氏 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 ４７４－ ２２：０４．１２� ５．９�
４４ シーシャトー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介藤田 宗平氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４２６－ ４２：０４．２� １６．３�
７９ ロングドライブ 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮石橋 忠之氏 後藤 由之 新冠 浜口牧場 ４５２＋ ４２：０４．６２� ５１．２�
８１１ スプリングロック 牡３栗 ５６ 松岡 正海加藤 春夫氏 沢 峰次 様似 清水 誠一 ４４２＋ ６ 〃 ハナ １４．３	
６８ クイックステップ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 
ルーラル・オカダ 田中 清隆 門別 松平牧場 ４５８＋ ６２：０４．８１� ４４．６�
８１２ サマーゲスト 牡３青鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２ ― 〃 クビ ２６．９�

５５ アルカイクスマイル 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋
下河辺牧場 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ４３８± ０２：０５．６５ ５２．１
７１０ キタサンフシチョウ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎
大野商事 中野渡清一 門別 古川 優 ４４６－ ２２：０５．７� １４７．４�
３３ リ リ ッ ク ス 牝３鹿 ５４ 高橋 智大
ミルファーム 斎藤 誠 浦河 近藤牧場 ４２２－ ８２：０７．７大差 １２３．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，０５６，９００円 複勝： １３，２５０，０００円 枠連： ９，２７７，１００円

普通馬連： ２６，１５９，０００円 馬単： ３３，８０７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ９，３７４，６００円

３連複： ４３，６１２，５００円 ３連単： 発売なし 計： １４５，５３７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � １１０円 枠 連（１－６） １，８６０円

普通馬連 �� １，６９０円 馬 単 �� ２，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� １７０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １００５６９ 的中 � １８５４５（２番人気）
複勝票数 計 １３２５００ 的中 � ２１２６９（２番人気）� １３３１０（４番人気）� ４９３１５（１番人気）
枠連票数 計 ９２７７１ 的中 （１－６） ３６８５（７番人気）
普通馬連票数 計 ２６１５９０ 的中 �� １１４２６（６番人気）
馬単票数 計 ３３８０７３ 的中 �� ９７４６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９３７４６ 的中 �� ３１７２（８番人気）�� １７８１３（１番人気）�� ６２６０（３番人気）
３連複票数 計 ４３６１２５ 的中 ��� ３６５４８（２番人気）

ハロンタイム １２．２―１２．０―１２．４―１３．２―１３．６―１３．１―１２．０―１１．７―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２４．２―３６．６―４９．８―１：０３．４―１：１６．５―１：２８．５―１：４０．２―１：５１．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームエレメンツ �
�
父 ムタファーウエク �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１２．２ 中山２着

２００５．５．９生 牡３栗 母 マイネスプレンダー 母母 エレガントローザ ５戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円



１００５５ ４月２６日 曇 良 （２０福島１）第５日 第７競走 ��１，１５０�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （ダート・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

１：０６．９
１：０６．９

良

良

５１０ マルヨカレッジ 牝４栗 ５５
５４ ☆北村 友一野村 春行氏 領家 政蔵 えりも 上島牧場 ４７０± ０１：０７．８ ９．２�

２４ � ジェイケイクリーク 牝４鹿 ５５
５２ ▲三浦 皇成小谷野次郎氏 加藤 和宏 静内 安田 豊重 ５０６± ０１：０８．６５ ３．６�

６１２ ピーチドラフト 牝４青鹿５５ 木幡 初広 �エムアンドアール 粕谷 昌央 新冠 斉藤 安行 ４８８＋ ８１：０８．７� ７．５�
４７ シャルトリューズ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲草野 太郎伊達 敏明氏 伊藤 圭三 門別 サンシャイン
牧場 B４７８＋ ４１：０８．８クビ ３１．２�

７１４ フレンチムスメ 牝６栗 ５５ 松岡 正海遠藤 喜松氏 西塚 安夫 三石 沖田 忠幸 ４６２＋ ６１：０９．１１� ８．７�
７１３ フィリアルドーター 牝４栗 ５５ 菊沢 隆徳飯田 正剛氏 作田 誠二 静内 千代田牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ ２６．６�
５９ サザンビューティー 牝５芦 ５５ 田嶋 翔南波 壽氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４７６－ ２１：０９．２クビ ３．３	
１１ ナムラコロナ 牝４栗 ５５ 中舘 英二奈村 信重氏 松永 昌博 静内 伊藤 明 ４７４＋ ２１：０９．５２ １５．１

１２ ゴールドエンジェル 牝４芦 ５５ 高山 太郎�協栄 中島 敏文 様似 猿倉牧場 ４６０＋１４１：０９．６� ４８．６�
３５ ジョウノナンシー 牝５栗 ５５

５３ △藤岡 康太小川 義勝氏 平田 修 門別 三城牧場 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ８．８�
６１１� スカイワード 牝４栗 ５５ 柴山 雄一浅田 次郎氏 小桧山 悟 様似 ホウセイ牧場 ４５０－１９１：０９．９１� ７８．８
８１５� プリンセスジネブラ 牝４鹿 ５５ 安藤 光彰�吉田牧場 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４７８± ０ 〃 クビ ２０６．４�
３６ � シキノイロドリ 牝４栗 ５５ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 静内 タイヘイ牧場 ４３６－２４１：１０．２１� ７４．５�
２３ � コーリンスピアーズ 牝５芦 ５５ 鈴来 直人伊藤 恵子氏 平井 雄二 門別 今井牧場 ４７４－ ５ 〃 アタマ ２３０．３�
８１６ ワンダーカルメン 牝５芦 ５５

５２ ▲田中 健山本 信行氏 武 邦彦 浦河 笹地牧場 ４５４± ０１：１０．５１� ８４．８�
４８ ミ ス チ フ 牝４芦 ５５ 古川 吉洋林 順子氏 武田 博 新冠 協和牧場 ４２６＋ ６１：１０．６� ２１８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，６０７，８００円 複勝： １５，０７０，３００円 枠連： １１，２８６，６００円

普通馬連： ３２，８１０，１００円 馬単： ３４，０８１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １０，６８２，５００円

３連複： ５４，６８３，５００円 ３連単： 発売なし 計： １６９，２２２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ２８０円 � １９０円 � ２３０円 枠 連（２－５） ４００円

普通馬連 �� ２，３６０円 馬 単 �� ５，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 �� １，０３０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ５，０３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １０６０７８ 的中 � ９１７４（６番人気）
複勝票数 計 １５０７０３ 的中 � １２９４３（６番人気）� ２４３８８（２番人気）� １７７００（３番人気）
枠連票数 計 １１２８６６ 的中 （２－５） ２１１３０（１番人気）
普通馬連票数 計 ３２８１０１ 的中 �� １０３００（１０番人気）
馬単票数 計 ３４０８１３ 的中 �� ４８５８（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０６８２５ 的中 �� ２５９９（１３番人気）�� ２５０５（１４番人気）�� ４４４８（８番人気）
３連複票数 計 ５４６８３５ 的中 ��� ８０３２（１６番人気）

ハロンタイム ９．３―１０．９―１１．３―１１．８―１２．２―１２．３

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．３―２０．２―３１．５―４３．３―５５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルヨカレッジ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１２．２３ 阪神４着

２００４．２．１２生 牝４栗 母 カレッジホース 母母 モザーティアナ ８戦２勝 賞金 １９，７００，０００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） １頭 プレシャスドロップ号
（非抽選馬） ３頭 シアトルレイナ号・フミノオリヒメ号・ライトモーション号



１００５６ ４月２６日 曇 良 （２０福島１）第５日 第８競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４５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

６１０ ゲットマイウェイ 牡６青鹿５７ 後藤 浩輝飯田 政子氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４８４－１２１：４６．１ ４．９�

４６ � サイレンスラダメス 牡５黒鹿 ５７
５４ ▲丸田 恭介�辻牧場 岩戸 孝樹 浦河 辻 牧場 ４６４± ０１：４６．２� ６６．９�

３５ ウインフェイム 牝５栗 ５５ 古川 吉洋�ウイン 浅見 秀一 三石 ヒサイファーム ４６８＋ ２１：４６．３� １３．２�
６１１ ツルマルローレル 牡６鹿 ５７ 中村 将之鶴田 任男氏 西園 正都 浦河 �桁牧場 ４８０－ ２１：４６．６１� １７．９�
４７ � ベ ロ ー チ ェ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 B４５８－ ４１：４６．７� ９．１	
３４ テンジンニチオー 牡４鹿 ５７

５４ ▲宮崎 北斗�テンジン 松山 康久 浦河 宮内牧場 ４４８± ０ 〃 クビ １７．９

８１４� ナムラウシワカマル 牡４栗 ５７ 中舘 英二ディアレスト 田村 康仁 浦河 中島牧場 ４９０－ １１：４６．８クビ ９．２�
５８ マイネルオークベイ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４８４－ ４ 〃 クビ １０．９�
１１ � クオーターバック 牡６栗 ５７ 菊沢 隆徳 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 門別 槇本牧場 ４９６－ ２ 〃 ハナ １１３．６
７１３ シャイニンワールド 牡４黒鹿５７ 青木 芳之市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４８８＋ ４１：４７．０１ ７．９�
２２ ル ビ ウ ス 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信 �キャロットファーム 粕谷 昌央 早来 ノーザンファーム B４７２－ ４１：４７．７４ ３．０�
５９ ローレルハンバーバ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲草野 太郎 �ローレルレーシング 松山 将樹 静内 橋谷 折 ４８２＋ ４１：４８．１２� １００．９�
８１５� ア ル ゴ 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文 �サンデーレーシング 武市 康男 追分 追分ファーム ４９２－ ２１：４８．５２� ４８．３�
７１２ グラスレンヌ 牝４栗 ５５ 高山 太郎半沢� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４８４± ０１：５０．８大差 ５５．２�
２３ � トーセンコマチ 牝４鹿 ５５

５２ ▲三浦 皇成島川 �哉氏 秋山 雅一 三石 川端牧場 ４４０－１７１：５２．６大差 ４１．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，４４１，０００円 複勝： １８，９０３，６００円 枠連： １４，９２３，７００円

普通馬連： ４０，５６７，８００円 馬単： ４４，７９２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １３，６８２，５００円

３連複： ６７，５５７，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２１３，８６７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２２０円 � １，４４０円 � ３５０円 枠 連（４－６） １，６３０円

普通馬連 �� １６，８５０円 馬 単 �� ２７，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，８６０円 �� １，０５０円 �� ９，６９０円

３ 連 複 ��� ６６，３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３４４１０ 的中 � ２２０３５（２番人気）
複勝票数 計 １８９０３６ 的中 � ２７４２０（２番人気）� ２８４４（１２番人気）� １４３７８（６番人気）
枠連票数 計 １４９２３７ 的中 （４－６） ６７９６（１１番人気）
普通馬連票数 計 ４０５６７８ 的中 �� １７７７（４３番人気）
馬単票数 計 ４４７９２０ 的中 �� １２２０（８０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３６８２５ 的中 �� ６８１（４５番人気）�� ３３６４（１２番人気）�� ３３９（７０番人気）
３連複票数 計 ６７５５７２ 的中 ��� ７５１（１７０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．１―２９．７―４２．０―５４．６―１：０７．４―１：１９．７―１：３２．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゲットマイウェイ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００４．９．２５ 中山３着

２００２．２．７生 牡６青鹿 母 パレイシャルアフェア 母母 Party Cited ２０戦３勝 賞金 ５０，６９１，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンコマチ号は，平成２０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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 タケデンタンゴ号



１００５７ ４月２６日 曇 良 （２０福島１）第５日 第９競走 ��２，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時２０分 （芝・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

２：３７．４
２：３７．４

良

良

１１ マイネルテアトロン 牡４鹿 ５７ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム B５２４－１０２：４１．６ １２．３�

５７ プレインセイリング 牡４鹿 ５７ 中舘 英二吉田 勝己氏 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４４８－ ４２：４１．７� ６．３�
２２ ドーントレダー 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 静内 千代田牧場 ４９２－ ６２：４１．８� ５．８�
７１０ リヴィエラブルー 牡４鹿 ５７ 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 ５０８＋ ２２：４１．９クビ ７．７�
６８ スターマップ 牡４鹿 ５７ 松田 大作山本 武司氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９２± ０２：４２．１１ ２２．７�
８１２ ドリームシーカー �６栗 ５７

５４ ▲三浦 皇成 �サンデーレーシング 武市 康男 早来 ノーザンファーム B４５８± ０ 〃 アタマ ９．０	
８１３ マイネルプロメッサ 牡５栗 ５７ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 三石 折手牧場 ５２４± ０２：４２．２� １８．５

３３ マチカネフクノカミ 牡４栗 ５７ 松岡 正海細川 益男氏 小島 茂之 門別 待兼牧場 ４６４－ ６２：４２．３� ２．７�
４５ シュプリームローズ 牡４芦 ５７

５６ ☆北村 友一 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４７８± ０２：４２．４� １３．９�
４４ � サウスグローリー 牡７栗 ５７

５４ ▲宮崎 北斗南波 壽氏 武藤 善則 浦河 鮫川牧場 ４６４± ０２：４２．７２ ４３．４
７１１ シーズアレディ 牝４鹿 ５５

５４ ☆田中 博康�ミルファーム 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４６８－ ２２：４３．２３ ９９．４�
６９ � ハシルペンチャン 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一齋藤 宏明氏 小林 常泰 平取 池田牧場 ４３２－ ８２：４３．３� ７０．９�
５６ オンワードアリーテ 牝４鹿 ５５

５４ ☆的場 勇人�オンワード牧場 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４６４－ ２２：５５．４大差 ７６．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，４００，４００円 複勝： １７，３６０，５００円 枠連： １３，９９２，０００円

普通馬連： ４２，６４１，９００円 馬単： ３４，７２０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １３，１５３，６００円

３連複： ５０，５３７，５００円 ３連単： １５４，７８６，１００円 計： ３４０，５９２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ３４０円 � ２２０円 � ２４０円 枠 連（１－５） ４，８８０円

普通馬連 �� ４，１５０円 馬 単 �� ８，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３７０円 �� １，７７０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� １１，０９０円 ３ 連 単 ��� ７９，５００円

票 数

単勝票数 計 １３４００４ 的中 � ８５９２（６番人気）
複勝票数 計 １７３６０５ 的中 � １２０９８（６番人気）� ２３０５４（２番人気）� ２０１９４（３番人気）
枠連票数 計 １３９９２０ 的中 （１－５） ２１２０（２０番人気）
普通馬連票数 計 ４２６４１９ 的中 �� ７５９２（１７番人気）
馬単票数 計 ３４７２０９ 的中 �� ３１０５（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３１５３６ 的中 �� ２３５８（１８番人気）�� １８０３（２４番人気）�� ３５６６（１０番人気）
３連複票数 計 ５０５３７５ 的中 ��� ３３６６（３７番人気）
３連単票数 計１５４７８６１ 的中 ��� １４３７（２５１番人気）

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

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�
１２．８―２４．５―３６．６―４８．５―１：００．８―１：１３．５―１：２６．８―１：４０．３―１：５３．６―２：０５．６―２：１７．４―２：２９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４８．０―３F３６．０
１
�
４，１＝２，１３，１０，３（７，５）１２（９，８）－１１－６・（４，１，２）（１０，１３）（７，５，１２）（３，９）８－１１＝６

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

勝馬の
紹 介

マイネルテアトロン �
�
父 ムタファーウエク �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００６．６．１８ 福島４着

２００４．５．１生 牡４鹿 母 グリークシアター 母母 ダイナアテイカ １７戦２勝 賞金 ２４，６５０，０００円
〔その他〕 オンワードアリーテ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



１００５８ ４月２６日 曇 良 （２０福島１）第５日 第１０競走 ��
��１，７００�

たきざくら

滝 桜 賞
発走１４時５５分 （ダート・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

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

７１２ トーホウオルビス 牡３栗 ５６ 中村 将之東豊物産� 谷 潔 門別 竹島 幸治 ４９２＋ ２１：４５．８ ６．４�

１１ ヤマニンリュバン 牡３栗 ５６ 的場 勇人土井 薫氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ５１６－ ４１：４６．１１� ６．６�
６１１ コオリナストーン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二後藤 繁樹氏 森 秀行 新冠 村上 欽哉 ４８６＋ ４ 〃 アタマ ７．７�
８１５ ピエナポパイ 牡３栗 ５６ 安藤 光彰本谷 兼三氏 木原 一良 浦河 岡本牧場 ４８０＋１２１：４６．６３ ４．９�
８１４ フジヤマワカムシャ 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文藤本美也子氏 小崎 憲 静内 前田牧場 ４７２－ ２１：４７．２３� １０１．７�
４７ ヨシカツゾー 牡３芦 ５６ 赤木高太郎古川 智洋氏 佐藤 吉勝 静内 岡田牧場 ５００＋１０１：４７．５２ ８１．１�
４６ シルクダイナスティ 牡３栗 ５６ 石橋 脩有限会社シルク加用 正 新冠 	渡 信義 ４６４＋ ４１：４７．６クビ ７．３

２３ メイショウオニカゲ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人松本 好雄氏 安田 隆行 門別 下河辺牧場 B４４４＋ ２ 〃 クビ １８．６�
３５ ボストンオー 牡３芦 ５６ 田中 健ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６８－ ４１：４７．８１� ４０．５�
２２ メイショウラダック 牡３栗 ５６ 村田 一誠松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５０－ ８１：４８．１２ ８３．７
５８ ヤマタケプリンセス 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣山中 和子氏 畠山 重則 門別 出口牧場 ４３０± ０１：４８．３１� ９．５�
５９ 	 エーシンジーライン 牡３黒鹿５６ 松岡 正海平井 宏承氏 岡田 稲男 米 Winches-

ter Farm ４７４－ ４１：４８．４� ２４．５�
７１３ レオプラズマ 牡３芦 ５６ 大野 拓弥�レオ 的場 均 平取 二風谷ファーム B４８０－ ２１：４８．６１� ４５．７�
６１０ ゴールデンカイザー 牡３鹿 ５６ 橋本 美純鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４６４＋ ７１：４９．５５ ７３．２�
３４ ダノンマスターズ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�ダノックス 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４５８－ ６１：４９．７１ ５．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，７３４，８００円 複勝： ２７，１９３，６００円 枠連： １９，０８１，２００円

普通馬連： ６８，５４１，１００円 馬単： ４８，３４４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１９５，２００円

３連複： ７７，７８７，４００円 ３連単： １９５，６３９，９００円 計： ４７３，５１７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２４０円 � ２１０円 � ３００円 枠 連（１－７） １，９７０円

普通馬連 �� １，９１０円 馬 単 �� ４，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ９８０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ５，２５０円 ３ 連 単 ��� ３２，０５０円

票 数

単勝票数 計 １６７３４８ 的中 � ２０６６７（３番人気）
複勝票数 計 ２７１９３６ 的中 � ３０５５０（４番人気）� ３８２０５（２番人気）� ２１８３４（６番人気）
枠連票数 計 １９０８１２ 的中 （１－７） ７１７８（１１番人気）
普通馬連票数 計 ６８５４１１ 的中 �� ２６５４２（５番人気）
馬単票数 計 ４８３４４６ 的中 �� ８２９４（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１９５２ 的中 �� ７９４４（３番人気）�� ５０２７（１５番人気）�� ５５９６（９番人気）
３連複票数 計 ７７７８７４ 的中 ��� １０９３５（１５番人気）
３連単票数 計１９５６３９９ 的中 ��� ４５０６（１１２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．５―３０．５―４２．９―５５．５―１：０７．６―１：２０．０―１：３２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３８．２
１
３
１２，１１（４，９，１４）１３（２，５，６）１０，１，１５，８，７－３
１２，１１（１４，６）（９，１）（４，５，１３）（２，７）１０，１５（３，８）

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

勝馬の
紹 介

トーホウオルビス �
�
父 トーホウエンペラー �

�
母父 Gone West デビュー ２００７．１２．８ 阪神３着

２００５．３．４生 牡３栗 母 トーホウパール 母母 Nervous Baba ７戦２勝 賞金 ２０，５０６，０００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 コスモコマンダ号・シルクパナシア号



１００５９ ４月２６日 曇 良 （２０福島１）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�第５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 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００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

１２ マイネカンナ 牝４栗 ５４ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４２６－ ２１：４７．１ ８．０�

６１１ ハロースピード 牝４栗 ５４ 松岡 正海福島 実氏 相沢 郁 三石 山際牧場 ４４０－１０ 〃 ハナ ８．７�
５９ ザ レ マ 牝４栗 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５３８＋ ４１：４７．２� ３．７�
４７ ヤマニンメルベイユ 牝６栗 ５６ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４６８－１２ 〃 ハナ ６．７�
２３ タイキマドレーヌ 牝５栗 ５４ 北村 友一�大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム ４３８＋ ４１：４７．３クビ ２０．６�
７１３ トウカイオスカー 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝内村 正則氏 後藤 由之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６＋ ８１：４７．５１	 １７．３	
８１５ アイスドール 牝５栗 ５５ 安藤 光彰 �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ６１：４７．７１ ２５．２

８１６ ユキノマーメイド 牝５栗 ５４ 熊沢 重文井上 基之氏 清水 英克 静内 服部 牧場 ４８０＋１２ 〃 ハナ ５８．６�
３５ テンイムホウ 牝６鹿 ５４ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６４± ０ 〃 クビ ７４．８�
４８ ダンスオールナイト 牝５鹿 ５４ 三浦 皇成 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４５４－ ６１：４７．９１
 １２．１
７１４ ヴィクトリアアイ 牝４鹿 ５４ 赤木高太郎 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０－ ６ 〃 ハナ ９．０�
６１２ ニシノナースコール 牝６黒鹿５５ 田中 博康西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４３６± ０１：４８．０
 １９．２�
３６ アルコセニョーラ 牝４黒鹿５６ 中舘 英二中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４２８＋ ４ 〃 クビ １１．５�
２４ フミノサチヒメ 牝５栗 ５４ 石橋 脩谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４４６－ ２１：４８．１クビ １２２．６�
１１ � ピースオブラヴ 牝６黒鹿５４ 村田 一誠橘 八重子氏 加藤 敬二 静内 見上牧場 ４３６＋１２ 〃 クビ ２３．９�
５１０ ショウナンタレント 牝４鹿 ５５ 木幡 初広�湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４６０－ ２１：４９．２７ ２２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５８，４０７，３００円 複勝： ８４，１７１，７００円 枠連： ６９，３３５，０００円

普通馬連： ４４３，８２２，１００円 馬単： ２３１，１３９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ９４，５２７，２００円

３連複： ４８６，１０５，０００円 ３連単： ９９２，５５６，２００円 計： ２，４６０，０６４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２７０円 � ２５０円 � １６０円 枠 連（１－６） １，９３０円

普通馬連 �� ３，３３０円 馬 単 �� ６，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２１０円 �� ６８０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ４，２４０円 ３ 連 単 ��� ２８，３６０円

票 数

単勝票数 計 ５８４０７３ 的中 � ５７７３６（３番人気）
複勝票数 計 ８４１７１７ 的中 � ７３８１７（４番人気）� ８１７０１（３番人気）� １７２５３１（１番人気）
枠連票数 計 ６９３３５０ 的中 （１－６） ２６６３０（９番人気）
普通馬連票数 計４４３８２２１ 的中 �� ９８４８５（１１番人気）
馬単票数 計２３１１３９６ 的中 �� ２４８０２（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９４５２７２ 的中 �� １８６９９（１２番人気）�� ３５２９８（２番人気）�� ３３７３０（３番人気）
３連複票数 計４８６１０５０ 的中 ��� ８４７７１（５番人気）
３連単票数 計９９２５５６２ 的中 ��� ２５８３３（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３５．６―４７．９―５９．９―１：１１．４―１：２３．０―１：３４．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネカンナ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００６．６．１７ 函館２着

２００４．３．１３生 牝４栗 母 タカラカンナ 母母 クリムゾンラトラー １６戦４勝 賞金 ９７，９９６，０００円
※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 アドマイヤスペース号・イチゴイチエ号・ワルキューレ号



１００６０ ４月２６日 曇 良 （２０福島１）第５日 第１２競走 ��
��１，２００�

ふしおがみ

伏 拝 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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

６７ � ゴールドネオ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝 �ゴールドレーシング 領家 政蔵 愛 Swordle-
stown Stud ４９０± ０１：０９．３ ９．９�

２２ レンデフルール 牝４青鹿５５ 太宰 啓介 �グリーンファーム 音無 秀孝 新冠 武田牧場 ４４６＋ ２ 〃 ハナ ４．１�
８１２ ア ナ ナ ス 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人古川 智洋氏 佐藤 吉勝 浦河 地興牧場 ４５８－１０ 〃 クビ ７．１�
６８ モンルージュ 牝４鹿 ５５ 赤木高太郎新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４５０＋ ６１：０９．４クビ １４．６�
５６ ヤマカツシリウス 牡４鹿 ５７ 松田 大作山田 博康氏 池添 兼雄 静内 岡田牧場 ５３４＋ ４ 〃 クビ １５．５�
３３ � レイザーバック 牡６青鹿５７ 中村 将之岡部 一誠氏 北出 成人 浦河 出口 宜己 ４９４＋ ４１：０９．５	 ６．１�
８１１ ケイエスショーキ 牡４黒鹿５７ 熊沢 重文キヨシサービス� 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ５１０－ ４１：０９．７１
 ２５．２	
４４ シャドウストリーム 牝５栗 ５５ 中舘 英二飯塚 知一氏 森 秀行 門別 下河辺牧場 ４４６－１２１：０９．９１	 １４．７

５５ � マルターズクラシカ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Summer

Wind Farm ４７２＋ ２１：１０．０クビ ６５．２�
１１ パ ス タ イ ム 牝４黒鹿５５ 西田雄一郎細谷 典幸氏 岩戸 孝樹 新冠 中本 隆志 ４７０－ ６ 〃 ハナ ２１．５�
７１０� デスコベルタ 牝４鹿 ５５ 北村 友一前田 幸治氏 和田 正道 米

Bourbon Oaks
Farm & Spend-
thrift Farm LLC

４８２－ ２１：１０．２１
 ３．４
７９ � ナモンウェイ 牝５黒鹿５５ 安藤 光彰�南原商事 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４６４－ ２１：１１．７９ １２５．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，９６２，７００円 複勝： ２６，４９６，４００円 枠連： ２１，６９１，７００円

普通馬連： ７６，２０９，０００円 馬単： ５８，０８６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４９７，２００円

３連複： ８８，０１４，２００円 ３連単： ２２７，７３７，６００円 計： ５３９，６９５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ２７０円 � １５０円 � ２５０円 枠 連（２－６） １，０８０円

普通馬連 �� １，９１０円 馬 単 �� ４，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� １，１２０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ５，１１０円 ３ 連 単 ��� ２９，７７０円

票 数

単勝票数 計 １９９６２７ 的中 � １５９２７（５番人気）
複勝票数 計 ２６４９６４ 的中 � ２２２９３（５番人気）� ６１８２７（１番人気）� ２４９９２（４番人気）
枠連票数 計 ２１６９１７ 的中 （２－６） １４８４３（５番人気）
普通馬連票数 計 ７６２０９０ 的中 �� ２９５３８（７番人気）
馬単票数 計 ５８０８６８ 的中 �� １０４１５（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４９７２ 的中 �� ７６０４（７番人気）�� ４５６１（１５番人気）�� ９５９４（５番人気）
３連複票数 計 ８８０１４２ 的中 ��� １２７３０（１４番人気）
３連単票数 計２２７７３７６ 的中 ��� ５６４６（８６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１０．９―１１．５―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３３．７―４５．２―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ゴールドネオ �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Ela － Mana － Mou デビュー ２００６．１０．８ 東京４着

２００４．２．２８生 牡４鹿 母 Waltzing Around 母母 Save Me the Waltz １８戦２勝 賞金 ２５，８２５，０００円
※ナモンウェイ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



（２０福島１）第５日 ４月２６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
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２１２，３４０，０００円
８，６５０，０００円
１，９８０，０００円
２２，０３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，０２２，０００円
４，８４８，０００円
１，７７７，６００円

勝馬投票券売得金
１９３，７４３，１００円
２７１，１７１，０００円
２１１，２１２，０００円
８６９，７２２，３００円
６４０，８１８，０００円
２３１，５７６，７００円
１，１０５，６０１，２００円
１，５７０，７１９，８００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 ５，０９４，５６４，１００円

総入場人員 １０，７１８名 （有料入場人員 ９，１１８名）




