
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

１００４９ ４月２１日 曇 良 （２４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 ツインクルスター 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド ４７８＋ ８１：０８．９ ６．０�

１１ フラッシュパッカー 牡３栗 ５６ 武 豊魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４８０－ ２１：０９．３２� １．４�
７１４ シェーンガルテン 牡３鹿 ５６ 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４５６－ ６１：０９．４� ２１．９�
６１２ グレートサミット 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂太田 美實氏 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 ４６８－ ８１：１０．１４ ８２．７�
４８ シゲルナツメ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 石川 栄一 ４５２－１４１：１０．４１� ２３０．５�
３５ エーシンスノーマン 牡３芦 ５６ 川須 栄彦�栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４９２ ―１：１０．７２ ３９．４�
４７ ガウディシチー 牡３芦 ５６ 西田雄一郎 �友駿ホースクラブ 根本 康広 むかわ 市川牧場 ４３４＋ ４ 〃 ハナ ３１．２	
６１１ アストゥリアス 牡３栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４０８± ０１：１０．８クビ ２２４．４

２３ シッチジョウジュ 牡３鹿 ５６ 田中 博康下田穰一郎氏 二ノ宮敬宇 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４５２－ ２１：１１．０１� ９２．５�
８１６ カラドリウス 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８－ ６ 〃 ハナ ３９．０

５９ レディスター 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一ジャパンフードビジネス� 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド ４４８ ― 〃 ハナ １４１．１�
２４ ステキナポケット 牝３黒鹿５４ 村田 一誠簗詰 貴彦氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 ４４８－ ４１：１１．１� １４４．７�
３６ ミスターカイウン 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗 �丸幸小林牧場 新開 幸一 浦河 丸幸小林牧場 ４６０ ―１：１１．４１� ２４３．４�
１２ フィックルスター 牡３栗 ５６ 荻野 琢真 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－ ８１：１１．５� ９．１�
７１３ コパノハドソン 牡３青鹿５６ 松山 弘平小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 ４９０＋ ８１：１１．６� １２．３�
８１５ ニシノレイラ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹西山 茂行氏 高木 登 新ひだか 本桐牧場 ４６４ ―１：１３．５大差 ２１３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，９４４，１００円 複勝： ５１，２７４，９００円 枠連： ８，０９５，８００円

馬連： ２５，２３２，４００円 馬単： ２１，８５２，０００円 ワイド： １４，６３４，０００円

３連複： ３７，１８７，０００円 ３連単： ６８，４５５，２００円 計： ２４１，６７５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ２２０円 枠 連（１－５） ２６０円

馬 連 �� ２８０円 馬 単 �� １，０１０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ７９０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，１９０円 ３ 連 単 ��� ６，９００円

票 数

単勝票数 計 １４９４４１ 的中 � １９７９３（２番人気）
複勝票数 計 ５１２７４９ 的中 � ５９５０５（２番人気）� ３５７９９２（１番人気）� １９７０６（５番人気）
枠連票数 計 ８０９５８ 的中 （１－５） ２３７５３（１番人気）
馬連票数 計 ２５２３２４ 的中 �� ６８９１２（１番人気）
馬単票数 計 ２１８５２０ 的中 �� １６０４１（４番人気）
ワイド票数 計 １４６３４０ 的中 �� ３４０５５（１番人気）�� ３５３６（９番人気）�� ６１３８（６番人気）
３連複票数 計 ３７１８７０ 的中 ��� ２３２４１（３番人気）
３連単票数 計 ６８４５５２ 的中 ��� ７３２７（１６番人気）

ハロンタイム ９．５―１０．８―１１．２―１１．７―１２．４―１３．３

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．３―３１．５―４３．２―５５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．４
３ １０，１４（１１，１２，１３）８（１，７，１６）－２－（４，３）＝（５，９）－６－１５ ４ １０，１４－８，１１（１，７，１２）（１６，１３）２，３，４－（５，９）－６＝１５

勝馬の
紹 介

ツインクルスター �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．１２．１０ 中山２着

２００９．４．１６生 牝３栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ ５戦１勝 賞金 １０，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノレイラ号は，平成２４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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ヴォワドランジュ号・ウミホタル号・ノボプレシャス号・ブルジュハリファ号
（非抽選馬） １頭 サムライクイーン号

１００５０ ４月２１日 曇 良 （２４福島１）第５日 第２競走 ��１，８００�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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

５９ コスモグレースフル 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 ４８２± ０１：４８．６ ２．８�

１２ レッドヴォーグ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４９８－ ４ 〃 クビ ５．６�
６１１ シングンタイガー 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４６４± ０１：４８．７� ２２．２�
８１５ チ ュ ウ キ チ 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介小田切有一氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４３０－ ２１：４８．８クビ ３４．７�
３５ スターノエル 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４６６－１０ 〃 クビ ２．１�
７１４ マストゴーオン 牡３鹿 ５６ 川島 信二石川 達絵氏 小笠 倫弘 日高 木村牧場 B４８６＋ ４１：４８．９クビ ２１４．１	
２４ ウインサンドロ 牡３黒鹿５６ 武 豊�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 村上 欽哉 ４３８－ ４１：４９．１１ １４．６

８１６ エイブルトップガン 牝３栗 ５４ 木幡 初広中澤 隆氏 南田美知雄 新ひだか 山際牧場 ４５２－ ４１：４９．２クビ ４１．５�
６１２ ヴェラカスターニャ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥 �サンデーレーシング 栗田 徹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８＋１０１：４９．６２� ２８．７�
４８ アイミーマイン 牝３鹿 ５４ 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４２８－１０１：４９．９２ １９１．２
２３ ショウナンサッチモ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介国本 哲秀氏 田島 俊明 日高 森永牧場 ４８２± ０１：５０．２１� １３１．７�
１１ トウカイミリオン 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一内村 正則氏 栗田 徹 平取 びらとり牧場 ４３６－ ４１：５０．３� ２５９．１�
４７ スプリングテムズ 牝３栗 ５４

５１ ▲原田 和真加藤 春夫氏 天間 昭一 様似 堀 弘康 ４１６ ―１：５０．４� ２０９．２�
３６ クニサキロンワン 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 安達 洋生 ４５６－ ２１：５０．７２ ４３８．２�
５１０ サクラオルティア 牝３栃栗５４ 勝浦 正樹�さくらコマース伊藤 大士 新ひだか 伊藤 敏明 ４３８＋ ６１：５０．８� ８９．６�
７１３ ヤマニンブロドリー 牝３栗 ５４ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４３０－１４１：５３．０大差 ４０９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，０６８，８００円 複勝： ２５，８５４，０００円 枠連： ７，６８３，０００円

馬連： ２３，４７１，７００円 馬単： １９，５１４，０００円 ワイド： １２，３８７，９００円

３連複： ３４，７９９，６００円 ３連単： ６５，２１２，１００円 計： ２０２，９９１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � ３８０円 枠 連（１－５） ９５０円

馬 連 �� ８４０円 馬 単 �� １，５２０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ５８０円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� ３，７５０円 ３ 連 単 ��� １０，２２０円

票 数

単勝票数 計 １４０６８８ 的中 � ４０６３１（２番人気）
複勝票数 計 ２５８５４０ 的中 � ６０５３２（２番人気）� ３１２８６（３番人気）� １３８６５（５番人気）
枠連票数 計 ７６８３０ 的中 （１－５） ６００６（４番人気）
馬連票数 計 ２３４７１７ 的中 �� ２０８２２（３番人気）
馬単票数 計 １９５１４０ 的中 �� ９４８３（４番人気）
ワイド票数 計 １２３８７９ 的中 �� ８２５８（３番人気）�� ５２８５（６番人気）�� ２２４５（１１番人気）
３連複票数 計 ３４７９９６ 的中 ��� ６８６２（１０番人気）
３連単票数 計 ６５２１２１ 的中 ��� ４７１３（２４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１１．８―１２．６―１２．２―１１．７―１１．８―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．３―３６．１―４８．７―１：００．９―１：１２．６―１：２４．４―１：３６．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモグレースフル �
�
父 ラスカルスズカ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１０．２２ 東京９着

２００９．４．２２生 牡３鹿 母 サインボード 母母 ノスタルジア ８戦１勝 賞金 １１，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンブロドリー号は，平成２４年６月２１日まで平地競走に出走できない。

第１回 福島競馬 第５日



１００５１ ４月２１日 曇 良 （２４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）

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

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

２２ マリーアルーア 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン
牧場 ４７４＋ ２１：４９．５ ２．４�

７１２ カシュカシュ 牝３鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４３２－ ４１：４９．７１� ３５．７�

６１０ トシザジュエル 牝３栗 ５４ 鮫島 良太上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４５８ ―１：５０．４４ １４．３�
８１４ スマイルモトヒメ 牝３鹿 ５４ 武 豊黒澤 尚氏 千田 輝彦 新冠 飛渡牧場 ４２２－１４１：５０．６１� １９．５�
４６ コスモリボン 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム B４７８－１０ 〃 ハナ １９．８�
５９ テンショウゴッデス 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４７８＋１０１：５０．８１� ４９．５�
１１ ブ リ ッ サ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 B４６２－１６１：５１．４３� ４３．３	
４７ ラブシャーク 牝３鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠増田 陽一氏 星野 忍 新冠 長沼 幸一 ４２６± ０１：５１．６� ３７２．５

３４ マリーズデイ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４３４－ ４１：５２．２３� ３９８．６�
６１１ シルクミレニア 牝３栃栗５４ 丸田 恭介有限会社シルク高柳 瑞樹 新冠 山岡ファーム ４３６ ―１：５２．４１� ４８．３�
２３ セカンドペガサス 牝３鹿 ５４ 黛 弘人佐々木幸子氏 伊藤 圭三 新ひだか 漆原 哲雄 B４６８± ０１：５２．７１� １３．８
７１３ クラウンミネルヴァ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹矢野 恭裕氏 菊川 正達 新ひだか

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４９０ ―１：５２．９１ １２５．４�
３５ ファンタビュラス 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４６２－ ６１：５３．１１� ２．３�
８１５ オテンバレディ 牝３栗 ５４

５１ ▲原田 和真丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 松本牧場 ４５４＋ ２１：５３．６３ ３８７．７�
５８ ヤマニンヘプタゴン 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 ４６２－１６１：５５．４大差 ２９．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，４１５，７００円 複勝： ２１，９１０，７００円 枠連： ８，０７６，９００円

馬連： ２３，８５９，８００円 馬単： １９，１３７，１００円 ワイド： １２，５７４，２００円

３連複： ３３，３５７，１００円 ３連単： ５８，０９３，７００円 計： １９１，４２５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � ５５０円 � ３２０円 枠 連（２－７） ２，７４０円

馬 連 �� ３，１４０円 馬 単 �� ４，９８０円

ワ イ ド �� １，１３０円 �� ５８０円 �� ４，０６０円

３ 連 複 ��� １１，０６０円 ３ 連 単 ��� ５２，９３０円

票 数

単勝票数 計 １４４１５７ 的中 � ４８５９５（２番人気）
複勝票数 計 ２１９１０７ 的中 � ８８５６６（１番人気）� ６６２９（８番人気）� １２８６６（５番人気）
枠連票数 計 ８０７６９ 的中 （２－７） ２１７８（１１番人気）
馬連票数 計 ２３８５９８ 的中 �� ５６１２（１０番人気）
馬単票数 計 １９１３７１ 的中 �� ２８３８（１６番人気）
ワイド票数 計 １２５７４２ 的中 �� ２７２２（１１番人気）�� ５７１６（３番人気）�� ７２１（３４番人気）
３連複票数 計 ３３３５７１ 的中 ��� ２２２６（３１番人気）
３連単票数 計 ５８０９３７ 的中 ��� ８１０（１４２番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．５―１２．２―１３．０―１３．０―１２．７―１３．０―１３．１―１３．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．３―１８．８―３１．０―４４．０―５７．０―１：０９．７―１：２２．７―１：３５．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マリーアルーア �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．１２．１１ 中山８着

２００９．３．７生 牝３栗 母 ト リ ア ノ ン 母母 ア ダ ー ジ オ ６戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔制裁〕 カシュカシュ号の騎手藤懸貴志は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（１１番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンヘプタゴン号は，平成２４年５月２１日まで平地競走に出走できない。

１００５２ ４月２１日 曇 良 （２４福島１）第５日 第４競走 ��１，２００�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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５９ アグネスマチュア 牡３鹿 ５６ 武 豊渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８６ ―１：０９．７ ３．１�

６１１ マイネルプレジャー 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム ４８０－１０ 〃 クビ ３１．６�

２４ トーセンマグナム 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム B４４２－ ６１：０９．９１� ８．９�

７１４ プボワールベール 牡３栗 ５６ 黛 弘人松尾 正氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 ４９２＋ ２１：１０．０クビ １５．８�
６１２ ベスタルキュート 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人大原 詔宏氏 和田 正道 浦河 有限会社

大原ファーム ４３４－１６ 〃 クビ １１３．８�
８１６ シゲルアンズ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠森中 蕃氏 沖 芳夫 日高 戸川牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ ６．４	
３６ ビッグフット 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 ４８２－ ８１：１０．１クビ １２．８

１２ ド ウ デ ス 牡３栗 ５６ 松岡 正海星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 ５１６＋ ８１：１０．３１ ４．６�
２３ サンレイキンキー 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４４８－ ８ 〃 クビ ４１．６�
１１ エムエムベレッタ 牡３栗 ５６ 川須 栄彦加藤 雅一氏 古賀 史生 新冠 グリー牧場 ４３２－１８１：１０．４� １３９．１
３５ パワフルラリマー 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 ４８０＋ ２１：１０．５� ５．５�
８１５ コスモラヴバニー 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 浦河 不二牧場 ４６６＋ ８１：１０．６� ３３．６�
５１０ エトランゼシチー 牝３栗 ５４ 西田雄一郎 �友駿ホースクラブ 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 ４２８－ ４１：１１．０２� １０２．２�
７１３ ココロハヒトツ 牝３栗 ５４ 国分 恭介北所 直人氏 坂口 正則 新冠 田鎖牧場 ４１８± ０ 〃 アタマ ２６９．０�
４８ スズカバビロン 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志永井 啓弍氏 小野 幸治 浦河 辻 牧場 ４２０－２０１：１１．３２ １７４．５�
４７ ビューティヒロイン 牝３鹿 ５４ 田中 博康小野 博郷氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４１４－ ８１：１２．２５ １２５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，４３６，１００円 複勝： ２４，１３４，６００円 枠連： ８，６０４，２００円

馬連： ２７，１５８，２００円 馬単： １８，７５８，０００円 ワイド： １３，６８２，０００円

３連複： ４０，５３３，２００円 ３連単： ５９，３４４，１００円 計： ２０６，６５０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � ２１０円 � ３２０円 � ２８０円 枠 連（５－６） ５，３６０円

馬 連 �� ７，２２０円 馬 単 �� １０，０７０円

ワ イ ド �� ２，１５０円 �� １，０９０円 �� １，５３０円

３ 連 複 ��� １９，５３０円 ３ 連 単 ��� １０３，７９０円

票 数

単勝票数 計 １４４３６１ 的中 � ３６７３２（１番人気）
複勝票数 計 ２４１３４６ 的中 � ３５２５６（３番人気）� １８５２０（６番人気）� ２１７４１（５番人気）
枠連票数 計 ８６０４２ 的中 （５－６） １１８６（１８番人気）
馬連票数 計 ２７１５８２ 的中 �� ２７７９（２７番人気）
馬単票数 計 １８７５８０ 的中 �� １３７５（４０番人気）
ワイド票数 計 １３６８２０ 的中 �� １５４６（３０番人気）�� ３１６１（１０番人気）�� ２１９９（１６番人気）
３連複票数 計 ４０５３３２ 的中 ��� １５３２（６１番人気）
３連単票数 計 ５９３４４１ 的中 ��� ４２２（３３２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．５―１０．８―１１．６―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．０―３３．８―４５．４―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスマチュア �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

２００９．５．２３生 牡３鹿 母 アグネスシスター 母母 アグネスオーロラ １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ラグジュリア号・リトルビッグマン号
（非抽選馬） ６頭 ウェルトレインド号・スズカアーサー号・スペシャルリリー号・ブレイムレスリー号・ヤマニンオリアン号・

ラブトゥオール号



１００５３ ４月２１日 曇 良 （２４福島１）第５日 第５競走 ��
��２，６００�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

２：３７．４
２：３７．４

良

良

８１６ エボニーナイト 牡３黒鹿５６ 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム ５０４－ ２２：３９．７ ２．０�

２３ マイネルリヒト 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 ４４８＋ ４２：４０．０２ ２７．７�

６１１ アンバサドゥール 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人伊藤 元庸氏 鈴木 伸尋 浦河 猿橋 義昭 ４５８± ０２：４０．４２� ９．６�
３６ ローリングストーン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４７８＋ ６２：４１．３５ ４．４�
２４ ベルウッドワンキー 牡３青鹿５６ 柴山 雄一鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 坂本 春信 ４７４＋１０２：４１．７２� ３７．１�
１１ ブレイブフォース 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 田湯牧場 ４７２＋ ４２：４１．８クビ ４７．５	
６１２ プリンスオブパゴダ 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４３６－１４２：４１．９� ５０．６

５１０ フミノポールスター 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋谷 二氏 本田 優 浦河 小林 仁 ４８４－ ４２：４２．０クビ ４．６�
７１３ イマジンジョン 牡３青 ５６ 西田雄一郎湯澤 寛氏 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム ４７４－１０２：４２．７４ １８３．１�
４８ カワキタバルク 牡３青鹿５６ 村田 一誠川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 ４６０－ ４ 〃 アタマ ８３．３
４７ ディアーフォンテン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド ３９８－ ８２：４３．４４ ２８１．４�
８１５ イルテアトリーノ 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 徹 浦河 杵臼牧場 B５０４＋ ６２：４４．７８ ８４．３�
１２ サムシングエルス 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次田島榮二郎氏 小野 次郎 新ひだか 三石橋本牧場 ４５０－ ６２：４６．５大差 １５６．４�
３５ ロードアーク 牡３栗 ５６ 武 豊 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 日高 中川 浩典 ４８８± ０２：４８．０９ ２１．７�
７１４ スートスペード 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂名古屋友豊� 小野 幸治 日高 沖田牧場 ４４６－ ４２：５３．３大差 ４０８．８�
５９ ニシノトモヤ 牡３栗 ５６ 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 日高 西山牧場 ４６４－１０ （競走中止） ６０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，１７４，５００円 複勝： ２１，８１５，０００円 枠連： ９，４１７，８００円

馬連： ２３，１４３，０００円 馬単： １６，６８９，８００円 ワイド： １２，３９３，９００円

３連複： ３２，８５６，０００円 ３連単： ５５，４４１，７００円 計： １８４，９３１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ３９０円 � １７０円 枠 連（２－８） １，３７０円

馬 連 �� ２，４１０円 馬 単 �� ３，２９０円

ワ イ ド �� １，０６０円 �� ５１０円 �� １，８２０円

３ 連 複 ��� ５，７４０円 ３ 連 単 ��� ２９，９８０円

票 数

単勝票数 計 １３１７４５ 的中 � ５２８２３（１番人気）
複勝票数 計 ２１８１５０ 的中 � ６７９９０（１番人気）� ９７９０（５番人気）� ３１６７９（４番人気）
枠連票数 計 ９４１７８ 的中 （２－８） ５１１０（６番人気）
馬連票数 計 ２３１４３０ 的中 �� ７１０８（７番人気）
馬単票数 計 １６６８９８ 的中 �� ３７４７（１０番人気）
ワイド票数 計 １２３９３９ 的中 �� ２８１９（９番人気）�� ６５１２（４番人気）�� １６０１（１８番人気）
３連複票数 計 ３２８５６０ 的中 ��� ４２２８（１７番人気）
３連単票数 計 ５５４４１７ 的中 ��� １３６５（７４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．３―１２．０―１２．２―１１．９―１２．４―１２．４―１３．３―１２．９―１２．４―１２．０―１１．７―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�
１３．０―２４．３―３６．３―４８．５―１：００．４―１：１２．８―１：２５．２―１：３８．５―１：５１．４―２：０３．８―２：１５．８―２：２７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４８．３―３F３５．９
１
�

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

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

勝馬の
紹 介

エボニーナイト �
�
父 サムライハート �

�
母父 Slew o’Gold デビュー ２０１１．１０．１ 阪神２着

２００９．５．１生 牡３黒鹿 母 メインスルー 母母 Main Prospect ７戦１勝 賞金 １０，３００，０００円
〔競走中止〕 ニシノトモヤ号は，競走中に疾病〔右第１指関節脱臼〕を発症し，２周目３コーナーで騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 ロードアーク号は，２周目３コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サムシングエルス号・スートスペード号は，平成２４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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ゴーイングスター号・ナイク号

１００５４ ４月２１日 曇 良 （２４福島１）第５日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

１１ ヴィーナススマイル 牝５栗 ５５ 大野 拓弥丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４６２－ ２１：４６．８ ８．０�

４７ ウインジュビリー 牝４青鹿 ５５
５２ ▲横山 和生�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：４６．９� ４．３�

５８ � プ ル プ ル 牝６鹿 ５５ 黛 弘人栗本 博晴氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 ４４２＋１４１：４７．０クビ １８．１�
２２ � トーアティアレ 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 ４４８± ０１：４７．５３ ２０１．７�
３４ ショウナンガーデン 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４３０－ ２１：４７．７１ ５．４�
４６ オチャノコサイサイ 牝５黒鹿５５ 田中 博康 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 平取 稲原 肇 ４５６＋ ２１：４７．９１� ２４．４	
２３ ラブミーダン 牝４黒鹿５５ 古川 吉洋小林 祥晃氏 武藤 善則 浦河 林 孝輝 B４７０＋ ４１：４８．０� ６０．９

７１３ マルデデルマ 牝４栗 ５５ 川須 栄彦吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B４４８－ ４ 〃 クビ ６．８�
５９ � ア ラ ン ロ ド 牝４栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４３２－ ２１：４８．２１� ３２．０�
８１５ マイネフェリックス 牝５栗 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B４７４＋ ４１：４８．３クビ ９．４
３５ ニシノテキーラ 牝４鹿 ５５ 松山 弘平西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 ４５４－ ６１：４８．４� ５．５�
７１２ トップオブプレイズ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広関 駿也氏 宗像 義忠 日高 野口牧場 ４８６－ ８１：４８．７２ ４０．７�
６１０� アルテリーベ 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一藤田 在子氏 蛯名 利弘 新冠 山岡牧場 ４２２－ ６１：４８．８� １８４．４�
８１４� ヌ チ バ ナ 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人吉田 正志氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム ４６０－ ２１：４９．０１� ２０．７�
６１１ ソ ム ニ ア 牝５栗 ５５ 藤岡 佑介吉田 勝己氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４４６－ ４１：４９．８５ １８．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，６４５，２００円 複勝： ２０，８５２，３００円 枠連： ９，５６５，６００円

馬連： ２４，０３８，３００円 馬単： １６，２５２，９００円 ワイド： １２，９１９，３００円

３連複： ３４，９９９，３００円 ３連単： ５４，２８３，７００円 計： １８３，５５６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２９０円 � １７０円 � ４５０円 枠 連（１－４） １，６９０円

馬 連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ４，９３０円

ワ イ ド �� ９００円 �� ２，４８０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� １０，５３０円 ３ 連 単 ��� ６１，１７０円

票 数

単勝票数 計 １０６４５２ 的中 � １０６０６（５番人気）
複勝票数 計 ２０８５２３ 的中 � １８０９７（６番人気）� ４１３３３（１番人気）� １００９６（８番人気）
枠連票数 計 ９５６５６ 的中 （１－４） ４１８１（９番人気）
馬連票数 計 ２４０３８３ 的中 �� ８７４６（８番人気）
馬単票数 計 １６２５２９ 的中 �� ２４３５（２３番人気）
ワイド票数 計 １２９１９３ 的中 �� ３６１２（１１番人気）�� １２４０（３４番人気）�� ３２７０（１２番人気）
３連複票数 計 ３４９９９３ 的中 ��� ２４５３（２９番人気）
３連単票数 計 ５４２８３７ 的中 ��� ６５５（１８２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．４―２９．９―４２．３―５５．１―１：０７．７―１：２０．４―１：３３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．１
１
３
５，７－（１，１５）－（２，８）１２，３－１３（６，１４）１１，４－９－１０・（５，７）＝１，１５（２，８）－（３，１２）１３（６，１４，４）－（１０，９，１１）

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

勝馬の
紹 介

ヴィーナススマイル �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００９．７．４ 福島４着

２００７．２．１６生 牝５栗 母 アサクサシャンソン 母母 リワードシヤンテイ ２４戦２勝 賞金 １７，５５０，０００円



１００５５ ４月２１日 曇 良 （２４福島１）第５日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５９ ダイワスペシャル �４栗 ５７ 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 ４９８－ ８１：０８．６ １２．３�

４８ クレムリンシチー 牡５栗 ５７ 松山 弘平 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム ５２４－１０ 〃 ハナ ２７．８�
７１４ フィールザファン 牝５黒鹿５５ 木幡 初広櫻井 正氏 和田 正道 むかわ 平岡牧場 ４５６－ ６１：０８．９１� ３２．２�
８１５ フェブムービング 牡５鹿 ５７ 国分 恭介釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 B４７６－ ４ 〃 クビ １５．２�
７１３ ラブチャーミー 牝６鹿 ５５ 松田 大作増田 陽一氏 牧田 和弥 新ひだか 松田 三千雄 ４４０＋ ２１：０９．０� ２６．５�
５１０ ユキノサイレンス 牡５鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志ロイヤルパーク 領家 政蔵 日高 浜本牧場 ４６８± ０１：０９．３２ ８．７�
１２ ハワイアンシュガー 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 ４３４－ ２１：０９．４� １４．３	
３６ オモイデサクラ 牝５黒鹿５５ 川須 栄彦
和田牧場 和田正一郎 浦河 川越ファーム ４８２－ ２ 〃 クビ ２．１�
１１ シェルエメール 牝４黒鹿５５ 武 豊前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３２－ ８１：０９．５� ３．５�
８１６ タイセイクライマー �４黒鹿５７ 後藤 浩輝田中 成奉氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム B４５０－ ８１：０９．８１� ５５．０
３５ ヤマニンファンシー 牝７鹿 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４６０－ ２１：０９．９� １４１．４�
４７ パ テ ィ オ 牝４鹿 ５５ 鈴来 直人山本 武司氏 高市 圭二 熊本 村山 光弘 ４３２± ０１：１０．０� １１７．２�
２３ � ザハヤテオー 牡４黒鹿５７ 村田 一誠疾風組合 大和田 成 新冠 アラキフアーム ４４２± ０１：１０．２１ ２４２．９�
６１１ カノヤキャプテン 牝４鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 B４５８＋ ２１：１０．３� ５３．０�
２４ � モンテローザ 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎前迫 義幸氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム ４５８－ ６１：１１．０４ ２４７．８�

（１５頭）
６１２ カリスマテーラー 牝６栗 ５５ 柴山 雄一中西 浩一氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １４，０８３，５００円 複勝： ２１，０８０，３００円 枠連： １０，１７７，８００円

馬連： ２７，２８９，２００円 馬単： １８，９４８，４００円 ワイド： １３，２１９，９００円

３連複： ３５，７２２，４００円 ３連単： ６０，６００，４００円 計： ２０１，１２１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ５４０円 � ５４０円 � ６１０円 枠 連（４－５） ７，５８０円

馬 連 �� １４，３５０円 馬 単 �� ３０，４００円

ワ イ ド �� ３，０４０円 �� ２，１６０円 �� ３，６５０円

３ 連 複 ��� ３９，０００円 ３ 連 単 ��� ２０９，９７０円

票 数

単勝票数 計 １４０８３５ 的中 � ９０９６（４番人気）
複勝票数 計 ２１０８０３ 的中 � １０５０７（６番人気）� １０３８０（７番人気）� ９０２５（８番人気）
枠連票数 計 １０１７７８ 的中 （４－５） ９９２（１７番人気）
馬連票数 計 ２７２８９２ 的中 �� １４０４（３９番人気）
馬単票数 計 １８９４８４ 的中 �� ４６０（７５番人気）
ワイド票数 計 １３２１９９ 的中 �� １０７１（３６番人気）�� １５２２（２５番人気）�� ８８６（４０番人気）
３連複票数 計 ３５７２２４ 的中 ��� ６７６（１０７番人気）
３連単票数 計 ６０６００４ 的中 ��� ２１３（５６２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１０．９―１１．３―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３３．７―４５．０―５６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３４．９
３ ・（１３，１５）１６（５，１０）（６，１４）（１，９）１１（２，８）３，７－４ ４ １３，１５，１６，１０（５，１４）（６，９）１（８，１１）２－３，７－４

勝馬の
紹 介

ダイワスペシャル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２０１０．１２．１９ 中山９着

２００８．４．５生 �４栗 母 パ ー レ イ 母母 Sister Aggie ６戦２勝 賞金 １１，５００，０００円
〔出走取消〕 カリスマテーラー号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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 ブルースター号

１００５６ ４月２１日 曇 良 （２４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４０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

１１ マイネルラピド 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加藤 征弘 浦河 ハッピーネ

モファーム ４８４＋ ４１：４７．６ ４．８�

７１３� ナリタボルト 牡４鹿 ５７ 武 豊�オースミ 加藤 敬二 日高 白井牧場 ４９０± ０ 〃 ハナ ８．５�
６１０ オーヴァージョイド 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ５１６＋ ２１：４７．７� ２．５�
５９ キョウエイショウリ 牡４黒鹿５７ 村田 一誠田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 ４４２－ ４１：４７．９１	 ６４．７�
２２ � エイトプリンス 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４２２－１０ 〃 クビ ６．９�
８１４� ベストフェット 牡７鹿 ５７ 松岡 正海松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 ５１４－ ４１：４８．０
 １８．１	
５８ エアギベオン 牡４青鹿５７ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 追分ファーム ４６８－１０１：４８．１クビ ５．７

４７ キョウエイプラウド 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 B４９４－ ８１：４８．２� ６６．４�
３５ コスモノーハーム 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 B４９４＋ ４ 〃 ハナ ３４．７�
４６ � ゴールドサムソン 牡５青鹿５７ 松山 弘平金井 順一氏 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ５０２－ ２１：４８．４１	 １４４．１
２３ スズカブリザード 牡６鹿 ５７ 国分 恭介永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 ５１４＋１８１：４８．８２
 ２１．５�
３４ ピアノボレロ 牝５鹿 ５５ 川島 信二谷掛 龍夫氏 増本 豊 新ひだか 片山牧場 ４３６－１０１：４９．０１	 ２０２．１�
７１２� エ ビ デ ン ス 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 米

Kidder, Robenalt,
J. K. Griggs &
Linda Griggs

５４２－ ４１：４９．３２ ７１．９�
６１１ トーセンリョウマ 牡４青鹿５７ 吉田 隼人島川 �哉氏 木村 哲也 日高 藤本ファーム ４９４＋ ６１：４９．４
 ４７．２�
８１５ ケイアイアレス 牡４栗 ５７ 伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 奥平 雅士 新冠 村上 雅規 ４８６＋ ８１：４９．８２
 １４９．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，７４６，７００円 複勝： ２１，１１０，４００円 枠連： ９，２６７，７００円

馬連： ２７，３３２，８００円 馬単： １９，１４８，４００円 ワイド： １３，２３２，９００円

３連複： ３７，６３１，８００円 ３連単： ６２，４８４，７００円 計： ２０３，９５５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（１－７） １，８２０円

馬 連 �� １，９８０円 馬 単 �� ４，０３０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ２９０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，４３０円 ３ 連 単 ��� １２，９１０円

票 数

単勝票数 計 １３７４６７ 的中 � ２２７２１（２番人気）
複勝票数 計 ２１１１０４ 的中 � ３２０８５（２番人気）� ２２２９８（５番人気）� ５４０９２（１番人気）
枠連票数 計 ９２６７７ 的中 （１－７） ３７７０（９番人気）
馬連票数 計 ２７３３２８ 的中 �� １０２２３（８番人気）
馬単票数 計 １９１４８４ 的中 �� ３５０７（１５番人気）
ワイド票数 計 １３２３２９ 的中 �� ４８９０（７番人気）�� １２１５２（１番人気）�� １０００７（３番人気）
３連複票数 計 ３７６３１８ 的中 ��� １９４６９（１番人気）
３連単票数 計 ６２４８４７ 的中 ��� ３５７３（２９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．３―１８．９―３０．８―４３．５―５６．６―１：０９．５―１：２２．０―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．１
１
３
８，９（１，５，１０）（７，１３）－（４，１１）（２，１４）－６，１５，１２＝３
８（９，１０）１（５，１３）（７，１４）１１（２，１５）（４，６）１２＝３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルラピド �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１２．５ 中山１着

２００８．４．１生 牡４鹿 母 ジョーセクレタリー 母母 ジョーセイバー ８戦２勝 賞金 １７，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 コパノハリケーン号・ホクシン号



１００５７ ４月２１日 曇 良 （２４福島１）第５日 第９競走 ��２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

６８ シルクドルフィン 牡６鹿 ５７ 木幡 初広有限会社シルク武藤 善則 門別 ヤナガワ牧場 ５１２＋１０２：００．９ ８．８�

６７ トモロマイスター 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４４８－ ４ 〃 アタマ ４．２�
８１１ トキノサコン 牡４栗 ５７ 吉田 隼人田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４７８－ ２２：０１．１１� ４．４�
５６ コウユータイセイ 牡４栗 ５７

５４ ▲藤懸 貴志加治屋康雄氏 領家 政蔵 浦河 野村 正 ４７２－ ４２：０１．２� １０．２�
１１ エイダイポイント 牡４芦 ５７ 岩部 純二�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 ４４２＋１０ 〃 アタマ １２．５�
８１２ コウエイキング �４鹿 ５７ 国分 恭介西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド ４３４－ ８２：０１．３� ４５．７�
４４ レオパルドゥス 牡４栗 ５７ 松田 大作 �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４６２－ ６２：０１．４� ４．１	
７１０	 ルーナピエーナ 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介�樽さゆり氏 新開 幸一 日高 川島 良一 ４４６－ ４２：０１．７１� １６１．０

５５ マイネルアウストロ 牡６栗 ５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４９４－ ２２：０１．８� ４６．９�
７９ ビリーヴマイン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海コウトミックレーシング 清水 英克 新冠 大栄牧場 ４３６－ ４ 〃 ハナ ８．６
２２ コーラルビュー 牝４鹿 ５５

５２ ▲原田 和真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 古川 雅且 ４６４＋ ２２：０３．７大差 １３．３�

３３ アイアンテール 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋鎌田 博�氏 本田 優 新冠 柏木 一則 ５１２＋２４２：０５．９大差 ７５．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，１８０，０００円 複勝： ２８，９９４，１００円 枠連： １０，２９０，３００円

馬連： ３３，１５７，４００円 馬単： ２２，１１４，７００円 ワイド： １５，１４９，４００円

３連複： ４５，１０２，４００円 ３連単： ８２，２７７，２００円 計： ２５２，２６５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２３０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（６－６） １，５１０円

馬 連 �� １，９１０円 馬 単 �� ４，１９０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� ８１０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ３，２７０円 ３ 連 単 ��� ２２，９４０円

票 数

単勝票数 計 １５１８００ 的中 � １３６７８（５番人気）
複勝票数 計 ２８９９４１ 的中 � ２９０４９（６番人気）� ５０１６５（１番人気）� ４７５５１（２番人気）
枠連票数 計 １０２９０３ 的中 （６－６） ５０６２（７番人気）
馬連票数 計 ３３１５７４ 的中 �� １２８６３（７番人気）
馬単票数 計 ２２１１４７ 的中 �� ３９０２（１６番人気）
ワイド票数 計 １５１４９４ 的中 �� ５４８４（６番人気）�� ４３９６（１１番人気）�� １０８３６（２番人気）
３連複票数 計 ４５１０２４ 的中 ��� １０１８３（８番人気）
３連単票数 計 ８２２７７２ 的中 ��� ２６４７（５９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．７―１２．６―１３．７―１２．９―１１．９―１２．２―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２２．８―３４．５―４７．１―１：００．８―１：１３．７―１：２５．６―１：３７．８―１：４９．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルクドルフィン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．２．２２ 東京６着

２００６．２．７生 牡６鹿 母 シルクアムール 母母 ノンダムール ２３戦２勝 賞金 ２７，１５０，０００円
［他本会外：２戦０勝］

１００５８ ４月２１日 曇 良 （２４福島１）第５日 第１０競走 ��
��１，２００�

ふしおがみ

伏 拝 特 別
発走１４時５０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 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４６ � レディオスソープ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：０９．２ ３．７�

８１５ ヨ ア ケ 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥 �高木競走馬育成牧場 牧 光二 新ひだか 高橋 誠次 B４９６－ ４１：０９．４１� ２．５�
７１３ クリノドスコイ 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 筒井 征文 ４３８－ ２ 〃 クビ １１．０�
２２ � クロンドローリエ 牝５青鹿５５ 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 ４２４＋ ４１：０９．５	 ８．５�
３４ � ノンパッサーレ 牡４黒鹿５７ 伊藤 工真佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム ４８４＋ ２ 〃 クビ ４９．８�
４７ プ ロ ポ ー ズ 牝５鹿 ５５ 丹内 祐次河村 祥史氏 高橋 義博 浦河 吉田 又治 ４７４± ０１：０９．６クビ ５９．３	
７１２ カナエチャン 牝４青鹿５５ 川須 栄彦長井 純一氏 田所 秀孝 浦河 上山牧場 ４４０＋ ２１：０９．８１� ４２．４

６１０� シ ル ダ リ ア 牡４黒鹿５７ 川島 信二幅田 昌伸氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド ４７０＋ ４ 〃 クビ ６９．８�
３５ ブラウンマシーン 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一キャピタルクラブ 境 直行 新冠 田鎖牧場 ４５８－ ８ 〃 アタマ ３９．５�
５８ ブルースター 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４５８－１０１：０９．９クビ １６１．５
２３ メジロガストン 牡７青鹿５７ 黛 弘人岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B４９２＋ ２ 〃 クビ ６３．２�
６１１ サンキストビーチ 牝４鹿 ５５ 国分 恭介新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４３６－ ４１：１０．０クビ １８．９�
５９ ランダムトーク 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B４５２＋ ２１：１０．１
 ６１．２�
８１４ ラントゥザリード 牝４黒鹿５５ 武 豊 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４１０－１０ 〃 クビ ６．３�
１１ サニーエリザベス 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４０４＋ ２１：１０．３１ ４４．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，２６４，４００円 複勝： ３１，６７５，７００円 枠連： １５，３９０，９００円

馬連： ４５，７１４，７００円 馬単： ３０，３７０，９００円 ワイド： ２０，４２７，９００円

３連複： ６１，５６９，０００円 ３連単： １１２，６４５，７００円 計： ３３８，０５９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ２３０円 枠 連（４－８） ３９０円

馬 連 �� ５６０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ６７０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，７３０円 ３ 連 単 ��� ６，９００円

票 数

単勝票数 計 ２０２６４４ 的中 � ４３７１４（２番人気）
複勝票数 計 ３１６７５７ 的中 � ５３６７１（２番人気）� １０２０４３（１番人気）� ２５８１４（５番人気）
枠連票数 計 １５３９０９ 的中 （４－８） ２９１５９（１番人気）
馬連票数 計 ４５７１４７ 的中 �� ６０５３７（１番人気）
馬単票数 計 ３０３７０９ 的中 �� １８９４４（２番人気）
ワイド票数 計 ２０４２７９ 的中 �� ２２２３８（１番人気）�� ６８２８（７番人気）�� １０２７６（４番人気）
３連複票数 計 ６１５６９０ 的中 ��� ２６３６４（３番人気）
３連単票数 計１１２６４５７ 的中 ��� １２０５７（８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．５―１１．０―１１．７―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２２．９―３３．９―４５．６―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レディオスソープ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 サクラバクシンオー

２００８．３．３生 牝４栗 母 スプリームブリス 母母 レディビーナス １０戦１勝 賞金 １６，６７１，０００円
初出走 JRA

〔その他〕 レディオスソープ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 レディオスソープ号は，平成２４年５月２１日まで出走できない。
※ブルースター号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
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１００５９ ４月２１日 晴 良 （２４福島１）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�第９回福島牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走１５時２５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
１，６００万円毎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 ３５，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，３００，０００円 ３，５００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

２３ オールザットジャズ 牝４鹿 ５４ 藤岡 佑介市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４４４＋ ４１：４６．１ ３．０�

１２ コスモネモシン 牝５青鹿５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４６２－ ６１：４６．３１� ６．９�
５１０ ア カ ン サ ス 牝４青 ５４ 武 豊魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４３８－ ２１：４６．４	 ６．８�
８１５ アスカトップレディ 牝５黒鹿５４ 川須 栄彦上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４７６＋ ２ 〃 ハナ ６．８�
７１４ マイネイサベル 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 ４６８＋１０１：４６．５
 ９．６�
１１ ラ ブ フ ー ル 牝５黒鹿５３ 丸田 恭介小林竜太郎氏 梅田 智之 池田 新田牧場 ４６８－ ４ 〃 アタマ ２６．６	
６１１ ビッグスマイル 牝４黒鹿５３ 川田 将雅大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 ４４２＋ ２１：４６．７１� ８．３

４７ アニメイトバイオ 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４７８－１８１：４６．８クビ １１．２�
５９ � メ ー ヴ ェ 牝４黒鹿５３ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 D. D. and Mrs

Jean P. Clee ４５８－ ６ 〃 ハナ ３８．７�
８１６ スピードリッパー 牝４栗 ５４ 木幡 初広吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４６０－ ８１：４７．０１	 ４９．４
３６ カ ル マ ー ト 牝４黒鹿５４ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４＋ ４１：４７．１
 ７１．４�
２４ エスカナール 牝４黒鹿５３ 中舘 英二下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 ４６４－ ８ 〃 ハナ ３４．８�
３５ トウカイライフ 牝５黒鹿５３ 村田 一誠内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４２８－１２１：４７．３１� ２４２．７�
６１２ ニシノステディー 牝４栗 ５４ 大野 拓弥西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４８２＋ ６１：４８．０４ １４５．８�
４８ トゥニーポート 牝５黒鹿５４ 松山 弘平�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４５６－１６１：４８．７４ ６０．３�
７１３ クリアンサス 牝４鹿 ５４ 国分 恭介 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ６１：５２．６大差 ６２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８１，１３０，８００円 複勝： １３７，４１５，０００円 枠連： ４８，９６６，７００円

馬連： ３３５，０９６，７００円 馬単： １６２，２１９，４００円 ワイド： １１６，８６６，０００円

３連複： ４８１，２７６，３００円 ３連単： ８６０，８６３，９００円 計： ２，２２３，８３４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ２００円 枠 連（１－２） ７９０円

馬 連 �� １，１００円 馬 単 �� １，９２０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ４６０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ２，５４０円 ３ 連 単 ��� １０，８５０円

票 数

単勝票数 計 ８１１３０８ 的中 � ２１８９９２（１番人気）
複勝票数 計１３７４１５０ 的中 � ３３２８９５（１番人気）� １７６１８４（３番人気）� １６３５９５（４番人気）
枠連票数 計 ４８９６６７ 的中 （１－２） ４６２９５（１番人気）
馬連票数 計３３５０９６７ 的中 �� ２２６８６２（１番人気）
馬単票数 計１６２２１９４ 的中 �� ６２４４１（２番人気）
ワイド票数 計１１６８６６０ 的中 �� ７１４００（１番人気）�� ６４５０９（３番人気）�� ３３３６５（１０番人気）
３連複票数 計４８１２７６３ 的中 ��� １３９９７４（２番人気）
３連単票数 計８６０８６３９ 的中 ��� ５８５９６（９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．０―１２．１―１２．１―１２．４―１２．３―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．０―３４．０―４６．１―５８．２―１：１０．６―１：２２．９―１：３４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

オールザットジャズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．４．１０ 阪神４着

２００８．２．２４生 牝４鹿 母 ダイヤモンドピサ 母母 ジ ョ ー ド １１戦５勝 賞金 １０５，２３５，０００円
〔発走状況〕 コスモネモシン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ウインマリアベール号・バイタルスタイル号・レインボーダリア号

１００６０ ４月２１日 晴 良 （２４福島１）第５日 第１２競走 ��
��１，１５０�

よ ね ざ わ

米 沢 特 別
発走１６時００分 （ダート・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．４．２３以降２４．４．１５まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

５９ ヤマニンパピオネ 牝４芦 ５４ 柴山 雄一土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 ４７６－１２１：０８．３ ７．０�

４８ ワンダーキラメキ 牡６栗 ５５ 川田 将雅山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 林 孝輝 B４８４± ０１：０８．５１� ５．１�
６１１ ア ヌ エ ヌ エ 牝５青鹿５３ 大野 拓弥松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４８２－ ２１：０８．７１� ９．２�
３５ � アランルース 	４栃栗５５ 武 豊�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４３４－ ８１：０８．８� ６．４�
７１４
 クレムリンエッグ 牡７栗 ５３ 木幡 初広�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell

Farm B４７６－ ６１：０８．９� ７８．８�
４７ カンファーネオ 牡５鹿 ５４ 国分 恭介楠本 陸雄氏 大根田裕之 日高 中川 哲也 ４７４－ ８ 〃 ハナ ５６．０	
６１２ パライバトルマリン 牡４栗 ５４ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 浦河 津島 優治 ５０８＋２０１：０９．１１� ３９．７

２４ ユメノキズナ 牝５鹿 ５４ 丸田 恭介諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６８－ ８１：０９．２クビ ８．５�
１１ エリモエポナ 牝５黒鹿５２ 荻野 琢真山本 敏晴氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ５０２＋ ２ 〃 クビ ３２．６�
３６ トウカイレジーナ 牝５鹿 ５３ 松岡 正海内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４６６＋１８ 〃 アタマ １０．６
８１６
� ソンガヴァッツォ 牡４鹿 ５５ 後藤 浩輝吉田 和美氏 大竹 正博 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC. ５５０＋１０１：０９．３� ４．４�
２３ ノルマンディー 牡５黒鹿５７．５ 川須 栄彦近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５０６－ ６１：０９．４� １２．２�
７１３ デ プ ラ ー タ 牡５栗 ５４ 黛 弘人栗坂 崇氏 萱野 浩二 新ひだか キヨタケ牧場 ４６０－ ６１：０９．５クビ ６３．９�
５１０
 ワイズドリーム 牝６栗 ５１ 原田 和真吉田 好雄氏 天間 昭一 米 Eclipse Thor-

oughbreds Inc. ４８４－１４ 〃 アタマ ２４８．５�
１２ ケイアイカミーリア 牝５鹿 ５２ 上村 洋行 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田 三千雄 ４８２± ０ 〃 ハナ ５２．３�
８１５� ホクザンアロマ 牝５栗 ５２ 村田 一誠木本 弘孝氏 境 直行 浦河 �原 敏明 ４５６－ ６ 〃 クビ １３５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，９８１，０００円 複勝： ４２，９７８，１００円 枠連： ２１，７７７，９００円

馬連： ７１，８８６，５００円 馬単： ４２，２９０，７００円 ワイド： ３１，５１２，２００円

３連複： １０１，７６８，８００円 ３連単： １７６，２６９，３００円 計： ５１４，４６４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ３００円 � ２２０円 � ２４０円 枠 連（４－５） ２，２６０円

馬 連 �� ２，５３０円 馬 単 �� ５，１７０円

ワ イ ド �� ９９０円 �� １，４２０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ６，４４０円 ３ 連 単 ��� ４１，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２５９８１０ 的中 � ２９６５３（４番人気）
複勝票数 計 ４２９７８１ 的中 � ３４８９２（６番人気）� ５５４８５（２番人気）� ４７９８１（４番人気）
枠連票数 計 ２１７７７９ 的中 （４－５） ７１１６（１４番人気）
馬連票数 計 ７１８８６５ 的中 �� ２０９７６（９番人気）
馬単票数 計 ４２２９０７ 的中 �� ６０４８（１９番人気）
ワイド票数 計 ３１５１２２ 的中 �� ７８５４（１１番人気）�� ５３３３（２３番人気）�� １１３７６（４番人気）
３連複票数 計１０１７６８８ 的中 ��� １１６７７（１７番人気）
３連単票数 計１７６２６９３ 的中 ��� ３１４７（１２３番人気）

ハロンタイム ９．５―１０．７―１１．０―１１．９―１２．３―１２．９

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．２―３１．２―４３．１―５５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３７．１
３ ・（９，６）１２（１，４，１４）（８，１６）３（１０，１１，１５）（７，１３）（２，５） ４ ９，６（１，１２）４，１４，８，１６（３，１１）１０（７，１３，１５）－５，２

勝馬の
紹 介

ヤマニンパピオネ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．１１．１３ 福島１着

２００８．３．２４生 牝４芦 母 ヤマニンメルティ 母母 ワンオブアクライン １２戦３勝 賞金 ３４，０９９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 オリオンザポラリス号・ロードセイバー号
（非抽選馬）１８頭 アンジュヴォレ号・エーシンジェイワン号・カシノアクセル号・ギガワット号・キュート号・キンショーユウジャ号・

ケージーヨシツネ号・コロナ号・シゲルシゲザネ号・ディアアゲイン号・ドリームバロン号・ナスザン号・
パープルセンリョ号・ピルケンハンマー号・プロスペラスマム号・マジックモーメント号・モルフェメイト号・
ラベンダーカラー号



（２４福島１）第５日 ４月２１日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２０５，９６０，０００円
７，０００，０００円
２，０２０，０００円
１８，７３０，０００円
６１，６５５，５００円
５，０３０，０００円
１，７５６，８００円

勝馬投票券売得金
２５２，０７０，８００円
４４９，０９５，１００円
１６７，３１４，６００円
６８７，３８０，７００円
４０７，２９６，３００円
２８８，９９９，６００円
９７６，８０２，９００円
１，７１５，９７１，７００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 ４，９４４，９３１，７００円

総入場人員 １３，５０７名 （有料入場人員 １０，８７５名）


