
１１０４９ ４月２５日 雨 稍重 （２１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

１：０６．９
１：０６．９

良

良

８１５ チャンピオンラブ 牡３青鹿５６ 的場 勇人坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４５８± ０１：０８．３ ２．５�

４８ ダンサーズブロンド 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 �グリーンファーム 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ３９２－ ２１：０９．４７ ８．１�
４７ ノ ボ ニ ョ 牝３青 ５４ 田辺 裕信�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４１２－ ４１：０９．７２ １１．２�
２３ ピクチャーオブユー 牡３鹿 ５６ 小野 次郎齋藤 實氏 中野 栄治 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９６ ―１：１０．１２� １２．３�
１２ シルクタイタン 牡３黒鹿５６ 土谷 智紀有限会社シルク古賀 慎明 日高 ヤナガワ牧場 ４９０ ―１：１０．８４ ３６．２�
５９ ブリッジトウショウ 牝３青鹿５４ 武士沢友治トウショウ産業� 戸田 博文 静内 片岡 博 ４５４－ ８１：１０．９� ４．７�
１１ ロングワイズ 牡３栗 ５６ 河北 通中井 敏雄氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 ４９８－ ４ 〃 ハナ １３９．６	
３６ ルーシッドドリーム 牝３芦 ５４ 津村 明秀 
社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４０６＋ ２１：１１．０クビ １０７．４�
６１１ アスパルテーム �３鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗山上 和良氏 柴崎 勇 日高 大江牧場 ４３６－ ６１：１１．１� ２８６．９�
７１４ ウィンクキス 牝３芦 ５４ 田中 博康水野 英樹氏 和田 正道 新ひだか タツヤファーム ４３６－２０ 〃 ハナ １５５．３
３５ チャームタンポポ 牝３鹿 ５４ 中村 将之タマモ� 木原 一良 静内 野坂牧場 ４９８－２６１：１１．２� １７．０�
５１０ ホッコーテイオー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４９６＋ ４１：１１．６２� ７．０�
８１６ ファインラヴ 牝３鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太岩� 僖澄氏 宮 徹 浦河 ミルファーム ４７０－ ４１：１１．８１� ５６．１�
２４ ダイメイウェザー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介宮本 孝一氏 山内 研二 静内 富岡 廣光 ４２６ ―１：１１．９クビ ４８．９�
７１３ キクノアッシャ 牡３鹿 ５６ 松田 大作菊池 五郎氏 北出 成人 新冠 松浦牧場 ４６４＋ ４ 〃 クビ ２０．８�
６１２ ミツアキスズラン 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気山本 光明氏 二本柳俊一 登別 登別上水牧場 ３７２ ―１：１５．９大差 ２０８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，３０３，６００円 複勝： １７，３１８，３００円 枠連： １０，８０９，４００円

普通馬連： ２８，７００，３００円 馬単： ２５，８１０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２，０８０，２００円

３連複： ４０，１８８，０００円 ３連単： ６０，５２０，０００円 計： ２０５，７３０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � ３００円 枠 連（４－８） ６８０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ７２０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ３，１００円 ３ 連 単 ��� ９，９５０円

票 数

単勝票数 計 １０３０３６ 的中 � ３３１６７（１番人気）
複勝票数 計 １７３１８３ 的中 � ５９３９２（１番人気）� １６９７３（４番人気）� １０８６９（５番人気）
枠連票数 計 １０８０９４ 的中 （４－８） １１８９３（２番人気）
普通馬連票数 計 ２８７００３ 的中 �� ２１１９３（３番人気）
馬単票数 計 ２５８１０７ 的中 �� １１８２２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２０８０２ 的中 �� ８１６８（２番人気）�� ４０５７（７番人気）�� ２７３２（１６番人気）
３連複票数 計 ４０１８８０ 的中 ��� ９５９１（８番人気）
３連単票数 計 ６０５２００ 的中 ��� ４４９３（１７番人気）

ハロンタイム ９．５―１０．８―１１．０―１１．８―１２．５―１２．７

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．３―３１．３―４３．１―５５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３７．０
３ １５（７，３）１４（１３，１６）８，９（６，１０）（４，５，１１）１－２＝１２ ４ １５－（７，３）－（８，１４）（１３，１６）９（６，１０）５（４，１１）１－２＝１２

勝馬の
紹 介

チャンピオンラブ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２００８．１１．８ 福島８着

２００６．３．２３生 牡３青鹿 母 アイシータカオー 母母 ヴァーデビルレディー ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミツアキスズラン号は，平成２１年５月２５日まで平地競走に出走できない。



１１０５０ ４月２５日 雨 稍重 （２１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）

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

６１１ ケイアイホシノカミ 牝３栗 ５４ 中舘 英二 �啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新冠 武田牧場 ４７８－ ４１：１１．７ ５．８�

７１４ ハ ツ ノ ボ リ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４４２± ０ 〃 アタマ １４．９�
６１２ カリスマテーラー 牝３栗 ５４ 大野 拓弥中西 浩一氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４６６＋ ２ 〃 クビ ４．７�
５９ ヴィトンクイーン 牝３鹿 ５４ 田中 博康�三嶋牧場 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４８０± ０１：１２．０２ ３．１�
４７ ドクタークリス 牝３黒鹿５４ 石橋 脩松岡 悟氏 柴田 政人 浦河 小倉牧場 ４７６－ ２１：１２．３１� １６．７�
１１ カワキタラブポップ 牝３鹿 ５４ 千葉 直人川島 吉男氏 武市 康男 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４８０＋１０１：１２．７２� ３４．８	
８１６ シーギリアレディー 牝３鹿 ５４ 津村 明秀田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 川越ファーム ４３０＋１０１：１３．０１� ２９．８

４８ オカゲサマデ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４３４－ ２ 〃 ハナ ７．３�
３５ チャームアンサー 牝３鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 ４５０－ ２１：１３．１クビ ７．７�
５１０ モダンバレエ 牝３鹿 ５４

５２ △荻野 琢真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 新ひだか 井高牧場 ４２２－１０１：１３．４２ １９８．０

７１３ アラタマデジタル 牝３栗 ５４ 安藤 光彰荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４０２－ ２１：１３．５� ２３１．５�
２３ スプリングターシャ 牝３芦 ５４ 的場 勇人加藤 春夫氏 牧 光二 様似 様似共栄牧場 ４５０ ―１：１３．７１� ２１７．４�
８１５ クニサキレモネード 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎國島 周夫氏 中島 敏文 むかわ 清野 薫 ４４６＋１５１：１３．８クビ ２２１．２�
３６ ヤマイチヘレネ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 川上 悦夫 ４７４－ ２１：１４．１２ １６．３�
１２ ショウナンアデーヤ 牝３栃栗５４ 古川 吉洋国本 哲秀氏 本間 忍 静内 神垣 道弘 ４０２－ ３ 〃 ハナ １５６．４�
２４ ラブユーミー 牝３栗 ５４

５１ ▲松山 弘平増田 陽一氏 中村 均 浦河 伏木田牧場 ４２６ ―１：１６．２大差 １４１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，１３７，４００円 複勝： １４，６７８，２００円 枠連： ８，０９７，０００円

普通馬連： ２０，４９４，６００円 馬単： １８，２５４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ８，５０５，４００円

３連複： ２９，５９９，３００円 ３連単： ４４，１３７，９００円 計： １５１，９０４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２００円 � ３７０円 � １８０円 枠 連（６－７） ２，１２０円

普通馬連 �� ２，９６０円 馬 単 �� ４，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２００円 �� ６２０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ７，５１０円 ３ 連 単 ��� ３８，８８０円

票 数

単勝票数 計 ８１３７４ 的中 � １１１４４（３番人気）
複勝票数 計 １４６７８２ 的中 � ２１０９７（３番人気）� ８７０６（７番人気）� ２３９７２（２番人気）
枠連票数 計 ８０９７０ 的中 （６－７） ２８２４（８番人気）
普通馬連票数 計 ２０４９４６ 的中 �� ５１２５（１４番人気）
馬単票数 計 １８２５４６ 的中 �� ２７２４（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８５０５４ 的中 �� １７２２（１７番人気）�� ３５５５（５番人気）�� １４０７（１９番人気）
３連複票数 計 ２９５９９３ 的中 ��� ２９１０（２４番人気）
３連単票数 計 ４４１３７９ 的中 ��� ８３８（１２４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．５―１１．７―１２．３―１２．８

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイホシノカミ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２００８．７．２６ 新潟３着

２００６．５．７生 牝３栗 母 ケイアイリュージン 母母 モザーティアナ ８戦１勝 賞金 １１，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブユーミー号は，平成２１年５月２５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） １頭 サウンドデイジー号
（非抽選馬） １頭 フラワーウィンド号



１１０５１ ４月２５日 雨 稍重 （２１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

４４ トーセンピングス 牡３芦 ５６ 北村 友一島川 �哉氏 飯田 雄三 新冠 細川農場 ５２４－１０１：５０．０ ３．９�

７７ プ レ ゼ ピ オ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２１：５０．７４ ２．２�
６６ ハジメレンジャー 牡３鹿 ５６ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 ４７６＋ ２ 〃 クビ ２９．６�
２２ フェーズシックス 牡３栗 ５６ 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム ４４８－ ４１：５０．９１� ２．９�
８１０ ユウターフラッシュ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝上山 利広氏 南田美知雄 浦河 江島牧場 ４５２－ ２１：５１．０� ３５．４�
８９ シルクライトアップ 牡３栗 ５６ 武士沢友治有限会社シルク畠山 重則 静内 畠山牧場 ４２８－ ５１：５１．２１� ３０．５	
５５ アイビスランド 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行臼倉 勲氏 田中 清隆 日高 広富牧場 ４７８＋ ２１：５２．１５ ５２．７

１１ カシマモナーク 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４４４＋ ６１：５２．５２� １５５．８�
７８ チョウハイレベル 牝３鹿 ５４ 石橋 脩丸山 隆雄氏 斎藤 宏 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７８－ ８１：５２．７１ １４．８�
３３ リョウザンパク 牡３栗 ５６ 木幡 初広青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ５２６－ ６１：５３．４４ ９３．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： １１，１８５，５００円 複勝： １７，１３２，６００円 枠連： ７，７４７，８００円

普通馬連： ２１，７０３，９００円 馬単： ２２，６８２，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０，２９０，６００円

３連複： ３１，２０４，３００円 ３連単： ６２，９５８，８００円 計： １８４，９０５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ４５０円 枠 連（４－７） ４４０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ８８０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ２，７１０円 ３ 連 単 ��� ８，８７０円

票 数

単勝票数 計 １１１８５５ 的中 � ２３０７２（３番人気）
複勝票数 計 １７１３２６ 的中 � ２３２２７（３番人気）� ６９１３１（１番人気）� ５６８３（６番人気）
枠連票数 計 ７７４７８ 的中 （４－７） １３２８２（２番人気）
普通馬連票数 計 ２１７０３９ 的中 �� ３２５７４（２番人気）
馬単票数 計 ２２６８２１ 的中 �� １５４１９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０２９０６ 的中 �� １４６９９（２番人気）�� ２５４０（１０番人気）�� ３１８０（６番人気）
３連複票数 計 ３１２０４３ 的中 ��� ８５００（８番人気）
３連単票数 計 ６２９５８８ 的中 ��� ５２４４（２２番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．５―１２．３―１４．６―１４．３―１３．３―１２．６―１２．４―１１．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．６―３０．９―４５．５―５９．８―１：１３．１―１：２５．７―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３６．９
１
３

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

・（４，１０）（３，２，７）６（１，９，８）５・（４，１０）７（２，６）（３，９）（５，８）１
勝馬の
紹 介

トーセンピングス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．１．２５ 京都５着

２００６．６．９生 牡３芦 母 アニーブラウン 母母 アルズアニー ６戦１勝 賞金 ９，２００，０００円
〔発走状況〕 フェーズシックス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



１１０５２ ４月２５日 雨 重 （２１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）

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

７１２ ユキノセントウ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４２８－ ２１：５２．０ ６．６�

４７ クリールエイト 牡３鹿 ５６ 石橋 脩横山 修二氏 相沢 郁 浦河 ミルファーム ４３８± ０１：５２．３１� ３．０�
４６ キタサンチーフ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆藤岡 康太�大野商事 梅田 智之 日高 古川 優 ４７８＋ ２１：５２．５１� ３５．１�
７１３ エルプレジデンテ 牡３鹿 ５６ 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４４８＋ ８１：５２．６� ５．６�
６１０ アクアブルースカイ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６６－ ４１：５２．７� ５２．８�
８１４ カセドラルパレス 牡３芦 ５６ 北村 友一小林 量氏 清水 出美 新冠 松浦牧場 ４６２＋ ４１：５３．１２� １６．３	
３５ カジノスター 牡３鹿 ５６ 木幡 初広小林 章氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４１４－１０ 〃 アタマ ９５．５

６１１ トップレーサー 牡３鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗池田 豊治氏 本田 優 日高 坂口 豊翼 ４８８－ ４１：５３．８４ ３５．２�
１１ ケイオーキング 牡３栗 ５６ 大野 拓弥岡田甲子男氏 松山 将樹 新ひだか 筒井 征文 ４４０－ ８１：５３．９� ８．８�
５８ トウショウザウルス 牡３栗 ５６ 武士沢友治トウショウ産業� 柴田 政人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９２－ ６１：５４．３２� １４．２
３４ オンワードフロイデ 牡３栗 ５６ 中舘 英二�オンワード牧場 松山 康久 浦河 オンワード牧場 ４５４－２２１：５５．６８ ２０．５�
２２ リバプールカフェ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次佐橋五十雄氏 清水 美波 日高 北陽ファーム ５４６ ―１：５６．４５ ７２．３�
５９ ライブリリュウショ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ５３２－ ２１：５６．７２ ４８．５�
８１５ ス ズ ノ ネ オ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 三石 小河 豊水 ４３２± ０１：５８．９大差 ５．８�
２３ クラルサッハ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋藤山 栄輔氏 松山 将樹 日高 日高大洋牧場 ４４２－ ６２：０１．０大差 １３５．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，９６０，５００円 複勝： １６，２１７，５００円 枠連： ９，５４１，５００円

普通馬連： ２４，７４６，３００円 馬単： ２０，８３６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １０，８４６，０００円

３連複： ３３，１９２，１００円 ３連単： ５３，２３０，９００円 計： １７９，５７１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � ６２０円 枠 連（４－７） ４００円

普通馬連 �� ９３０円 馬 単 �� ２，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ２，６２０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ８，３７０円 ３ 連 単 ��� ３６，４１０円

票 数

単勝票数 計 １０９６０５ 的中 � １３２０６（４番人気）
複勝票数 計 １６２１７５ 的中 � ２１１４５（３番人気）� ４２２６３（１番人気）� ４８０４（９番人気）
枠連票数 計 ９５４１５ 的中 （４－７） １７７５７（１番人気）
普通馬連票数 計 ２４７４６３ 的中 �� １９８２３（２番人気）
馬単票数 計 ２０８３６８ 的中 �� ６８１１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０８４６０ 的中 �� ７２６５（２番人気）�� ９５３（２７番人気）�� １８９１（１７番人気）
３連複票数 計 ３３１９２１ 的中 ��� ２９３０（２５番人気）
３連単票数 計 ５３２３０９ 的中 ��� １０７９（１０３番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．７―１２．８―１２．７―１２．７―１２．４―１２．７―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．６―３５．３―４８．１―１：００．８―１：１３．５―１：２５．９―１：３８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ユキノセントウ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 カリスタグローリ デビュー ２００８．７．２０ 新潟１６着

２００６．３．１８生 牡３黒鹿 母 ハセノスパーク 母母 ミラクルエンジェル ９戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔発走状況〕 ライブリリュウショ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リバプールカフェ号・ライブリリュウショ号・スズノネオ号・クラルサッハ号は，平成２１年５月２５日

まで平地競走に出走できない。



１１０５３ ４月２５日 雨 重 （２１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

４８ マサヒトボーイ �３栗 ５６ 黛 弘人山本 茂氏 小島 貞博 新ひだか 猪野毛牧場 ４６６－３０１：１２．５ ６３．９�

７１４ コ ク ト ー 牡３鹿 ５６ 田面木博公�富川牧場 高松 邦男 日高 富川牧場 ４６６± ０１：１２．６� ４．０�
２３ フェバリットガール 牝３黒鹿５４ 松田 大作深見 富朗氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４４２± ０ 〃 アタマ ２．４�
６１２ フリーソウル 牝３鹿 ５４ 小林 久晃松尾 正氏 尾関 知人 新ひだか 大塚牧場 ４６６＋ ２１：１２．８１� １３．６�
６１１ ラインディオーネ 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気大澤 繁昌氏 根本 康広 日高 日高大洋牧場 ４００－ ４１：１３．１１� ７．５�
４７ トーホーグロリア 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝久保 哲朗氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 ４１８＋ ８ 〃 ハナ １９．７�
５９ コウワエクスプレス 牡３鹿 ５６ 的場 勇人野� 昭夫氏 阿部 新生 日高 豊田田村牧場 ４６２－１０１：１３．３１� １２．９	
５１０ マイネルストラウス 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 根本 康広 浦河 林 孝輝 ４５０ ―１：１３．７２� ４２．０�
３５ マ ラ ホ フ 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 日東牧場 ４４８－ ８１：１３．９１� ６．２�
１１ スマイルオンリップ 牝３黒鹿５４ 梶 晃啓 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 岩戸 孝樹 静内 岡田牧場 ４０４－１０１：１４．１１ １４０．７
８１６ トーアランラン 牝３鹿 ５４ 木幡 初広東亜駿馬
 松永 康利 豊浦トーア牧場 ４７２＋１３１：１４．４２ １８４．３�
１２ ア カ フ ジ 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮小林 久義氏 二本柳俊一 浦河 中島牧場 ４５２－１０１：１４．５� ２２０．９�
７１３ メジロサブリナ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太�メジロ牧場 粕谷 昌央 洞爺 メジロ牧場 ３８２－１８１：１４．８１� ９４．２�
８１５ フラワーライン 牝３黒鹿５４ 千葉 直人阿津 和昌氏 松永 康利 新ひだか 佐竹 学 ４００－ ８１：１４．９� １２２．８�
２４ シャンディア 牝３鹿 ５４ 土谷 智紀内藤 好江氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４７４－ ２１：１５．７５ １６９．９�
３６ チェリームテキ 牡３栗 ５６ 武士沢友治櫻井 悦朗氏 中野渡清一 浦河 鮫川牧場 ５１４ ―１：１６．４４ １６９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，１３３，４００円 複勝： １４，２７６，４００円 枠連： ９，０２０，９００円

普通馬連： ２５，０６８，０００円 馬単： ２２，８７８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ９，９９２，９００円

３連複： ３３，３３４，１００円 ３連単： ５４，３６５，６００円 計： １８１，０７０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，３９０円 複 勝 � １，２７０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（４－７） ２，４００円

普通馬連 �� １３，２７０円 馬 単 �� ３１，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１１０円 �� ２，２９０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ８，３５０円 ３ 連 単 ��� １０９，３３０円

票 数

単勝票数 計 １２１３３４ 的中 � １４９８（９番人気）
複勝票数 計 １４２７６４ 的中 � １７６３（９番人気）� ２４６３１（２番人気）� ４０９３２（１番人気）
枠連票数 計 ９０２０９ 的中 （４－７） ２７７７（１０番人気）
普通馬連票数 計 ２５０６８０ 的中 �� １３９５（２５番人気）
馬単票数 計 ２２８７８８ 的中 �� ５３７（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９９９２９ 的中 �� ６８５（２５番人気）�� ９３９（２４番人気）�� １３８２１（１番人気）
３連複票数 計 ３３３３４１ 的中 ��� ２９４８（２５番人気）
３連単票数 計 ５４３６５６ 的中 ��� ３６７（２６５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．５―１２．０―１２．１―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．７―４６．７―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マサヒトボーイ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．１．５ 京都７着

２００６．４．３生 �３栗 母 マリーチャン 母母 トップペンダント ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャンディア号・チェリームテキ号は，平成２１年５月２５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 ミスニューヨーク号
（非抽選馬） ２頭 エアガルニエ号・シゲルクラマヤマ号



１１０５４ ４月２５日 雨 重 （２１福島１）第５日 第６競走 ��
��２，６００�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

２：３７．４
２：３７．４

良

良

８９ ブルースターキング 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４５２＋ ２２：４７．２ ２．２�

４４ ワンダーベルグ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人井上 修一氏 浅野洋一郎 日高 山際 辰夫 ４３４－ ２２：４８．０５ ４．９�
８１０ テンシノザール 牡３鹿 ５６ 中村 将之杉谷 枡夫氏 谷 潔 浦河 大北牧場 ４９２± ０２：４８．７４ ７９．７�
２２ シーダーラック 牡３栗 ５６ 柴山 雄一南 �幸氏 高木 登 浦河 山春牧場 ４７４－１０ 〃 クビ １４．８�
７７ マ ラ ー ド 牡３鹿 ５６ 河北 通名古屋友豊� 小野 幸治 門別 白井牧場 ４６４－ ２２：４８．８クビ ２４．５�
６６ マイネルガルボ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 鵡川 市川牧場 ４３０－ ８２：４９．０１� １０．８	
３３ ファンドリリーダー 牡３鹿 ５６

５３ ▲松山 弘平水戸 富雄氏 岩元 市三 日高 槇本牧場 ４４８＋ ２２：４９．１� ３６．９

５５ ウインアヴェニュー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗�ウイン 佐々木晶三 日高 ファニーヒルファーム ３８６－ ４２：４９．２クビ ２４．７�
１１ トーセンペトリュス 牡３栗 ５６ 中舘 英二島川 �哉氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ５０４± ０２：４９．６２� ３．４�
７８ ナンヨーアウトロー 牡３栗 ５６ 赤木高太郎中村 �也氏 小笠 倫弘 静内 グランド牧場 ４５８± ０２：５０．７７ ５８．１

（１０頭）

売 得 金

単勝： ９，５５２，９００円 複勝： １５，５１４，５００円 枠連： ６，９８４，４００円

普通馬連： ２２，１０９，２００円 馬単： ２０，７３５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ８，４６１，８００円

３連複： ２８，６６３，９００円 ３連単： ６４，４４１，５００円 計： １７６，４６３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １，３１０円 枠 連（４－８） ５００円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� １，７９０円 �� ３，９４０円

３ 連 複 ��� １０，１５０円 ３ 連 単 ��� ２５，２７０円

票 数

単勝票数 計 ９５５２９ 的中 � ３５０１９（１番人気）
複勝票数 計 １５５１４５ 的中 � ６３９１８（１番人気）� ２３７１９（３番人気）� １５３３（９番人気）
枠連票数 計 ６９８４４ 的中 （４－８） １０４９４（２番人気）
普通馬連票数 計 ２２１０９２ 的中 �� ３６０２４（２番人気）
馬単票数 計 ２０７３５７ 的中 �� １９２５４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８４６１８ 的中 �� １０６０９（２番人気）�� １０４３（１８番人気）�� ４６２（３２番人気）
３連複票数 計 ２８６６３９ 的中 ��� ２０８６（２９番人気）
３連単票数 計 ６４４４１５ 的中 ��� １８８２（７２番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．０―１２．８―１３．３―１３．７―１３．９―１３．１―１３．４―１２．７―１２．２―１２．３―１２．４―１２．５

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�
１２．９―２４．９―３７．７―５１．０―１：０４．７―１：１８．６―１：３１．７―１：４５．１―１：５７．８―２：１０．０―２：２２．３―２：３４．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルースターキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．１２．１４ 阪神７着

２００６．５．１５生 牡３黒鹿 母 アイアンビューティ 母母 ダイイチルビー ９戦１勝 賞金 １１，５５０，０００円



１１０５５ ４月２５日 雨 重 （２１福島１）第５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

２２ ストロングジョイス 牝４鹿 ５５ 津村 明秀村木 篤氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４２８＋ ４１：４５．７ １０８．７�

４６ ビーボタンダッシュ 牡４芦 ５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５０６＋ ４１：４５．８� ５．７�
６１０ リネンホーク �４栗 ５７ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４８４＋２０ 〃 ハナ ８５．２�
４７ � ブ チ カ マ シ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲宮崎 北斗中西 功氏 嶋田 功 青森 久保フアーム ４５２＋ ６１：４５．９� ２．８�
３５ アンブロークン 牡４青鹿５７ 後藤 浩輝広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４７０－ ４１：４６．０クビ １４．３�
２３ グロッケンライン 牡４鹿 ５７

５４ ▲松山 弘平 �キャロットファーム 中尾 秀正 三石 片山 修 ４５２＋ ８ 〃 クビ １１．９	
５９ ニシノテンクウ 牡４芦 ５７ 三浦 皇成西山 茂行氏 小西 一男 鵡川 西山牧場 B４８６－２０１：４６．１クビ １５．７

１１ ギルティストライク �５黒鹿５７ 中舘 英二 �ノースヒルズマネ

ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８２± ０１：４６．５２� ３．５�
７１２� ヒロノキョウシュウ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 静内 聖心台牧場 ５００－ ８１：４６．８２ ３７．７�
８１４� アサクサキンメダル 牡７黒鹿５７ 中谷 雄太田原 慶子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４４４＋ ２１：４６．９� ８９．９
３４ フジファレノプシス 牝６鹿 ５５ 黛 弘人藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 B４７２－ ６１：４７．６４ ８３．７�
７１３� マリンスノー 牝４栗 ５５ 大野 拓弥窪田 康志氏 牧 光二 静内 千代田牧場 ４０２－ ９１：４９．２１０ ６６．１�
５８ アルタントプチ �６鹿 ５７ 西田雄一郎加藤 信之氏 菊川 正達 新冠 セントラルスタツド ４４０－１０１：４９．８３� ５５．２�
６１１ ゴーストライター 牡５黒鹿５７ 北村 友一前田 幸治氏 橋口弘次郎 三石 中村 和夫 ５５４＋ ４１：５０．２２� １７．６�
８１５ キタサンユキ 牝４青 ５５ 秋山真一郎�大野商事 須貝 彦三 静内 カタオカステーブル ４７４＋ ２ 〃 アタマ １６．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，０３０，５００円 複勝： １５，３６１，０００円 枠連： １０，２３４，２００円

普通馬連： ２４，４８７，８００円 馬単： ２１，１８８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １１，２７６，８００円

３連複： ３４，７７２，２００円 ３連単： ５７，５４３，６００円 計： １８５，８９４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，８７０円 複 勝 � ２，３００円 � ２１０円 � １，９２０円 枠 連（２－４） １，３５０円

普通馬連 �� ２７，４７０円 馬 単 �� ４７，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，９４０円 �� ３１，３１０円 �� ５，５３０円

３ 連 複 ��� ２８８，３４０円 ３ 連 単 ��� ４，２４６，７２０円

票 数

単勝票数 計 １１０３０５ 的中 � ８００（１５番人気）
複勝票数 計 １５３６１０ 的中 � １４９２（１４番人気）� ２５９０４（３番人気）� １８００（１２番人気）
枠連票数 計 １０２３４２ 的中 （２－４） ５６２２（７番人気）
普通馬連票数 計 ２４４８７８ 的中 �� ６５８（５５番人気）
馬単票数 計 ２１１８８１ 的中 �� ３３２（９７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１２７６８ 的中 �� ４６９（４７番人気）�� ８８（９８番人気）�� ５０４（４５番人気）
３連複票数 計 ３４７７２２ 的中 ��� ８９（３０４番人気）
３連単票数 計 ５７５４３６ 的中 ��� １０（２２８７番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．０―１１．２―１１．８―１２．０―１２．３―１２．８―１３．５―１３．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．２―２９．４―４１．２―５３．２―１：０５．５―１：１８．３―１：３１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F４０．２
１
３
１（３，４，６）（８，１１）（９，１３）２（１０，７）１４，５－１２－１５
１＝（３，６）４，２（８，９）（１０，１３）７，５（１４，１２）－１１＝１５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ストロングジョイス �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 Woodman デビュー ２００７．８．４ 新潟１着

２００５．２．２５生 牝４鹿 母 シンメイジョイ 母母 ケイエイローズ １６戦２勝 賞金 １７，６００，０００円
〔発走状況〕 アルタントプチ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔その他〕 キタサンユキ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キタサンユキ号は，平成２１年５月２５日まで出走できない。
※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 エスジービンゴ号
（非抽選馬） ２頭 インサイダー号・サルバドールボス号



１１０５６ ４月２５日 雨 重 （２１福島１）第５日 第８競走 ��
��１，１５０�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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

１１ テイエムゲンキボ 牡５黒鹿５７ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 静内 岡田 猛 ５０２－ ４１：０７．８ １９．６�

３４ �� スコルピオンキッス 牝５栗 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 米 Shadai Farm ４５６－ ４ 〃 クビ １．８�
６１０ ウルドサリエ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 久保農場 ５００± ０１：０８．１１	 ８．３�
８１５ ケイアイモーガン 牡４栗 ５７ 三浦 皇成 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４７２± ０１：０８．４２ １２．５�
５８ ディアアゲイン 牡４栗 ５７ 長谷川浩大村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４４８－ ８１：０８．５クビ ７．４�
４７ ヒシシャトル 牝４鹿 ５５ 中舘 英二阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット ４７０＋１０１：０８．８１	 ５７．２	
７１２ キタサンコンバット 牡５黒鹿５７ 北村 友一�大野商事 橋口弘次郎 新冠 タニグチ牧場 ５０８＋ ８１：０９．０１
 １５．３

３５ マジックモーメント 牡４黒鹿５７ 的場 勇人藤井 謙氏 的場 均 浦河 日東牧場 ４７０＋３４ 〃 ハナ ６１．９�
７１３ スズカゲラン 牝６青鹿５５ 河北 通永井 啓弍氏 小野 幸治 門別 白井牧場 ４７６－ ２ 〃 クビ １１５．１�
２２ � リネンスタイル 牝５鹿 ５５

５２ ▲丸山 元気戸山 昌彦氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４５６－１２１：０９．１クビ １６８．２
８１４ ディマンシュ 牝４栗 ５５

５２ ▲宮崎 北斗�アカデミー 松山 将樹 新冠 清水 克則 B４６６＋ ４１：０９．５２
 ２４．４�
５９ � マイアイビギニング 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎MYI馬主組合 福永 甲 静内 へいはた牧場 ４９８＋ ２１：０９．６クビ １０９．０�
４６ � ワイルドイリーガル 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介深見 敏男氏 本田 優 加 Ormonde

Farm ５０４＋ ６ 〃 クビ ２７．７�
６１１� マーシャルソング 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎池谷 誠一氏 大竹 正博 米

Ramona S. Bass
& Arthur A.
Seeligson III

４８０＋ ２１：０９．８１ ４０．５�
２３ � フォレストジャガー 牡６黒鹿 ５７

５６ ☆藤岡 康太加藤 守氏 木原 一良 米 Mr. & Mrs. R.
David Randal B４９０－ ４１：１０．５４ １２．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，５７４，３００円 複勝： １８，９９９，０００円 枠連： １０，７９４，９００円

普通馬連： ３１，８７０，９００円 馬単： ２５，４９６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５０３，４００円

３連複： ４１，３５７，７００円 ３連単： ７１，４５０，７００円 計： ２２９，０４７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９６０円 複 勝 � ４１０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（１－３） １，７３０円

普通馬連 �� １，６１０円 馬 単 �� ５，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� １，５９０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ３，１８０円 ３ 連 単 ��� ２８，３２０円

票 数

単勝票数 計 １５５７４３ 的中 � ６２８３（７番人気）
複勝票数 計 １８９９９０ 的中 � ８２１６（８番人気）� ５８９８５（１番人気）� ２５７５２（２番人気）
枠連票数 計 １０７９４９ 的中 （１－３） ４６２１（７番人気）
普通馬連票数 計 ３１８７０９ 的中 �� １４６４４（６番人気）
馬単票数 計 ２５４９６６ 的中 �� ３４６４（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３５０３４ 的中 �� ５００２（６番人気）�� １９０２（２１番人気）�� １１２４８（１番人気）
３連複票数 計 ４１３５７７ 的中 ��� ９６１４（８番人気）
３連単票数 計 ７１４５０７ 的中 ��� １８６２（７５番人気）

ハロンタイム ９．５―１０．６―１０．９―１１．８―１２．４―１２．６

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．１―３１．０―４２．８―５５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムゲンキボ �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 ファストトパーズ デビュー ２００６．９．２３ 中山５着

２００４．３．２生 牡５黒鹿 母 サンドコロネット 母母 サンドピアリス ３２戦２勝 賞金 ２７，８０５，０００円



１１０５７ ４月２５日 雨 不良 （２１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）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

８１４ スカーレットダイヤ 牝４青鹿５５ 後藤 浩輝芹澤 精一氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 ４２８－ ６２：０５．６ ３．９�

５８ コスモザガリア 牝４鹿 ５５ 中舘 英二 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 門別 庫宝牧場 ５１４＋１２２：０５．７� ６．２�
３４ メイショウベーネ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 辻 牧場 ４４４＋ ８２：０６．６５ ４２．４�
４６ � ナ ナ ツ ダ チ 牝４黒鹿５５ 石橋 脩山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 ４７２－１７２：０６．８１� ２５．３�
４７ サプライズユー 牝５栗 ５５ 吉田 隼人 �社台レースホース浅野洋一郎 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８＋２０ 〃 アタマ １４．５�
７１３ メタルビーズ 牝６黒鹿５５ 木幡 初広�下河辺牧場 武藤 善則 門別 下河辺牧場 ４０８± ０２：０７．０１� ４２．２�
１１ マイネソシオ 牝４青鹿５５ 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岡田 稲男 新冠 コスモヴューファーム ４２２－ ２２：０７．３２ ５．５

７１２ ウィンドチャイム 牝４黒鹿５５ 西田雄一郎�ターフ・スポート堀井 雅広 浦河 市川フアーム ４６０＋ ２２：０７．５� ３１．９�
８１５� ミスフェイスフル 牝６鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗�口 正蔵氏 須貝 彦三 浦河 馬道 繁樹 ４６８－ ２２：０７．６� ３１．９
２３ ショウナンアルス 牝６青 ５５ 小野 次郎国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム B４６８－ ６２：０７．９１� ３１．０�
５９ ショウナンアヤカ 牝４黒鹿５５ 武 英智国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４３６＋１２ 〃 ハナ ４６．２�
６１０� メイショウシオギリ 牝５鹿 ５５ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 B５１８－ ２２：０８．５３� ６６．９�
２２ ビターオレンジ 牝５栗 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム ４５２＋１６２：０９．０３ １２．２�
３５ � タガノトゥーリ 牝５栗 ５５ 田中 博康八木 良司氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B４５８－ ６２：１０．０６ ２４．８�
６１１ ハッピープレゼント 牝４栗 ５５ 北村 友一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５０６＋１０２：１０．１� ４．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，８１８，９００円 複勝： ２０，１５６，２００円 枠連： １２，４８９，１００円

普通馬連： ３９，０８９，７００円 馬単： ２９，２６１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９８４，６００円

３連複： ５３，５６３，８００円 ３連単： １０４，２６５，９００円 計： ２８８，６２９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � ２３０円 � ９８０円 枠 連（５－８） １，０８０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ２，４００円 �� ４，１１０円

３ 連 複 ��� １５，１３０円 ３ 連 単 ��� ５８，６１０円

票 数

単勝票数 計 １３８１８９ 的中 � ２８２７９（１番人気）
複勝票数 計 ２０１５６２ 的中 � ３８９４９（１番人気）� ２４５０３（４番人気）� ４０２９（１３番人気）
枠連票数 計 １２４８９１ 的中 （５－８） ８５９９（４番人気）
普通馬連票数 計 ３９０８９７ 的中 �� ２０４４７（４番人気）
馬単票数 計 ２９２６１２ 的中 �� ９６９９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９８４６ 的中 �� ６８６１（４番人気）�� １５９３（３１番人気）�� ９１８（４９番人気）
３連複票数 計 ５３５６３８ 的中 ��� ２６１４（５０番人気）
３連単票数 計１０４２６５９ 的中 ��� １３１３（１５１番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．８―１２．２―１２．９―１３．６―１３．０―１２．６―１２．７―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１１．９―２３．７―３５．９―４８．８―１：０２．４―１：１５．４―１：２８．０―１：４０．７―１：５２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．６
１
３
１５（８，１１）（９，１２）（３，１０）１３（１，１４）５（２，７）（４，６）
８（１５，１２）（１３，１１）（９，１，１０，１４，６）（３，２，７）４－５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スカーレットダイヤ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Dehere デビュー ２００８．２．１１ 東京３着

２００５．３．１１生 牝４青鹿 母 キャニオンジュノー 母母 ミドルフォークラピッヅ ９戦２勝 賞金 １７，７５０，０００円



１１０５８ ４月２５日 雨 不良 （２１福島１）第５日 第１０競走 ��
��１，７００�

たきざくら

滝 桜 賞
発走１４時５０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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

５８ � アムールマルルー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Sean Mul-
ryan B４９２＋ ８１：４５．１ ２．６�

２２ タイキジャガー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６８± ０１：４５．４２ ４．９�
１１ ピュアシルヴァー 牡３芦 ５６ 藤岡 康太畑 清介氏 田島 良保 三石 折手牧場 ４９０－１４１：４５．７２ １５．６�
５９ パワーストラグル 牡３黒鹿５６ 北村 友一 �グリーンファーム 加藤 征弘 新冠 田渕牧場 B４５４－ ２１：４５．９１� ５．４�
４７ ケイアイコンジン 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大 �啓愛義肢材料販売所 西浦 勝一 新冠 川島牧場 ４５６＋ ６１：４６．１１� ６６．６�
７１２ ヒゼンリバイバル 牡３鹿 ５６ 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 平取 高橋 幸男 ５１０＋ ２１：４６．３	 ５．９	
４６ クオリティタイム 牡３鹿 ５６ 河北 通名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム ４３８± ０１：４６．４	 ６８．０

８１４ スターノーブルマン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 B５１４－ ８１：４６．６１� ８１．８�
２３ ヤマノローラ 牝３黒鹿５４ 田中 博康山泉 恵宥氏 領家 政蔵 新冠 佐藤 信広 ４８８＋ ６１：４６．７� ２７．５�
８１５ コスモディアナ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 白井牧場 ４５４＋ ６１：４７．０２ ２３．２
３５ メイショウコウセイ 牡３鹿 ５６ 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８８＋ ８１：４７．２１� ２９．６�
６１０ モ ン ド ー ル 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋多田 信尊氏 古賀 慎明 大樹 大樹ファーム ４７２－ ４１：４８．０５ ９３．５�
３４ 
 ネオヴェリーベリー 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４６６＋ ８１：４８．３２ １８．９�
６１１ マイネルプエルト 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム ５００－ ６１：４８．４� １１８．３�
７１３ ジョウテンキッズ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 ４２６± ０１：４９．７８ ５８．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，３３６，１００円 複勝： ２９，３４９，２００円 枠連： １７，８２９，６００円

普通馬連： ５４，５２６，７００円 馬単： ３９，８６９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７０１，２００円

３連複： ７４，６１９，２００円 ３連単： １３９，７９１，０００円 計： ３９６，０２２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ３７０円 枠 連（２－５） ４５０円

普通馬連 �� ８２０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ９８０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ３，３８０円 ３ 連 単 ��� １０，９１０円

票 数

単勝票数 計 １９３３６１ 的中 � ６０２２３（１番人気）
複勝票数 計 ２９３４９２ 的中 � ７９４６７（１番人気）� ４８６０８（２番人気）� １４６５７（６番人気）
枠連票数 計 １７８２９６ 的中 （２－５） ２９４０５（１番人気）
普通馬連票数 計 ５４５２６７ 的中 �� ４９４９８（２番人気）
馬単票数 計 ３９８６９３ 的中 �� ２２８０６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７０１２ 的中 �� １６１６５（２番人気）�� ４９３１（８番人気）�� ５３０２（７番人気）
３連複票数 計 ７４６１９２ 的中 ��� １６３１８（５番人気）
３連単票数 計１３９７９１０ 的中 ��� ９４６１（１９番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．５―１２．９―１２．８―１２．７―１２．３―１２．５―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．８―２９．３―４２．２―５５．０―１：０７．７―１：２０．０―１：３２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．４
１
３
１４－４（２，５）（３，１２）９（１，１３）（８，１１）－（７，１０）－１５－６・（１４，４，２，８）（９，１２）（３，１，１０）１３，５（７，１５）－（１１，６）

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

勝馬の
紹 介

�アムールマルルー �
�
父 Montjeu �

�
母父 Arazi デビュー ２００８．９．２１ 札幌３着

２００６．４．２８生 牡３鹿 母 Elbaaha 母母 Gesedeh ７戦２勝 賞金 １９，９７０，０００円
※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） ５頭 グランプリチェリー号・シルバーフィールド号・トサップ号・フットライト号・ミラクルセッション号



１１０５９ ４月２５日 雨 不良 （２１福島１）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�第６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
１，２００万円毎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 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００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 ブラボーデイジー 牝４芦 ５４ 生野 賢一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５２２＋ ２１：５３．７ １３．７�

１２ アルコセニョーラ 牝５黒鹿５６ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４３０＋ ２１：５４．０２ ２８．６�
７１３ ヤマニンメルベイユ 牝７栗 ５８ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４７４＋ ２１：５４．１� ３９．６�
８１５ ピンクカメオ 牝５鹿 ５６ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 新冠 パカパカ
ファーム B４８４－ ４１：５４．２クビ ５．０�

１１ カレイジャスミン 牝４鹿 ５４ 木幡 初広ディアレスト 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ５００－ ２１：５４．５２ ２４．８�
５１０ レッドアゲート 牝４黒鹿５６ 中舘 英二ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４３４＋ ４１：５４．６� ２７．８�
２３ ベッラレイア 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ８１：５４．８１� ３．２	
５９ テンイムホウ 牝７鹿 ５４ 的場 勇人中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 B４５４＋ ４１：５５．０１	 ７７．８

６１１ マイネカンナ 牝５栗 ５４ 石橋 脩 �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 ４３２－ ４ 〃 クビ １３．０�
６１２ アスクデピュティ 牝５栗 ５４ 赤木高太郎廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５４－１４ 〃 ハナ ５０．７�
８１６ ブーケフレグランス 牝４栗 ５５ 三浦 皇成 社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５１８± ０１：５５．１クビ ８．６�
３６ リ ビ ア ー モ 牝４鹿 ５４ 吉田 隼人 サンデーレーシング 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４６４－１０ 〃 クビ １３．０�
４７ サンレイジャスパー 牝７鹿 ５８ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４８４＋ ６ 〃 ハナ １１９．７�
３５ オ デ ィ ー ル 牝４芦 ５４ 北村 友一 ノースヒルズマネ

ジメント 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６± ０１：５５．４１
 ７．４�
７１４ メジロフォーナ 牝４栗 ５４ 藤岡 康太メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ５０８± ０１：５５．５
 ３１．７�
２４ セラフィックロンプ 牝５青鹿５５ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ４８８－ ２１：５５．６クビ １６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６４，７７１，１００円 複勝： ９４，８４４，２００円 枠連： ７２，８４０，８００円

普通馬連： ３９８，４６４，５００円 馬単： １９２，３７４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １０１，９２１，３００円

３連複： ５０６，４８８，９００円 ３連単： ９３４，７８８，２００円 計： ２，３６６，４９３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３７０円 複 勝 � ４１０円 � ９４０円 � １，１７０円 枠 連（１－４） ５，０３０円

普通馬連 �� １３，０６０円 馬 単 �� ２４，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，０５０円 �� ４，７２０円 �� ９，２２０円

３ 連 複 ��� １４５，７３０円 ３ 連 単 ��� ７９２，９６０円

票 数

単勝票数 計 ６４７７１１ 的中 � ３７４２８（７番人気）
複勝票数 計 ９４８４４２ 的中 � ６６６７９（６番人気）� ２５８４５（１１番人気）� ２０３５６（１３番人気）
枠連票数 計 ７２８４０８ 的中 （１－４） １０６８８（２３番人気）
普通馬連票数 計３９８４６４５ 的中 �� ２２５３０（５１番人気）
馬単票数 計１９２３７４２ 的中 �� ５８３７（８８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０１９２１３ 的中 �� ６２２２（５７番人気）�� ５３２３（６２番人気）�� ２７０５（９１番人気）
３連複票数 計５０６４８８９ 的中 ��� ２５６５（３４１番人気）
３連単票数 計９３４７８８２ 的中 ��� ８７０（１８５８番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．１―１３．０―１３．６―１２．６―１２．３―１２．１―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．０―３８．０―５１．６―１：０４．２―１：１６．５―１：２８．６―１：４０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ブラボーデイジー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１．１９ 京都３着

２００５．３．２８生 牝４芦 母 ブラボーサンライズ 母母 ヴィジットマン １５戦４勝 賞金 ８４，４２１，０００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。
（非抽選馬） ８頭 ヴィヴィッドカラー号・ウェディングフジコ号・クィーンスプマンテ号・スペシャルフロート号・

ニシノブルームーン号・ピエナビーナス号・プロヴィナージュ号・ランペイア号



１１０６０ ４月２５日 雨 不良 （２１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００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 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５１０� シ テ ィ ボ ス 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 アラキフアーム ４６６－ ６１：１３．０ ６．３�

５９ ナムラブーム 牡６鹿 ５７ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ５２２＋ ４１：１４．０６ １２．１�
４８ タニノゴッドマザー 牝４栗 ５５ 田中 博康谷水 雄三氏 小桧山 悟 静内 カントリー牧場 ４４４＋ ２ 〃 クビ ６３．４�
４７ �� ジューシージーン 牝４鹿 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 鹿戸 雄一 英

Sheikh Ab-
dulla Bin lsa
Al－Khalifa

４８０＋ ６ 〃 ハナ ３５．５�
１２ マイネルカーロ 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ４９６＋ ２ 〃 ハナ １１．８�
７１３� メ タ リ ッ ク 牡５芦 ５７ 西田雄一郎�ターフ・スポート保田 一隆 浦河 ミルファーム ４６０＋ ２１：１４．１クビ ２０．５	
６１２ エリモラフィーネ 牝４黒鹿５５ 松田 大作山本 敏晴氏 北出 成人 えりも エクセルマネジメント ４６６＋ ８１：１４．２	 ２５．４

１１ ベターデイズ 牝５鹿 ５５ 畑端 省吾鷹野 馨氏 吉田 直弘 浦河 永田 克之 B４３６＋ ４１：１４．４１ ３７．２�
２４ テイクザスカイ 牝４栗 ５５ 石橋 脩加藤 徹氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４６０－１０１：１４．５	 １９．５�
６１１�� デュークデビル 牡５鹿 ５７ 武士沢友治吉田 好雄氏 天間 昭一 愛 River

Downs Stud ４９４＋ ６ 〃 アタマ ２．７
８１５� ステラクッキー 牝５芦 ５５ 生野 賢一冨沢 敦子氏 増本 豊 静内 高橋 誠次 ４３８－ ８１：１４．８１
 ２２．３�
８１６� アルファカムカム 牡５鹿 ５７ 中谷 雄太�貴悦 尾関 知人 新冠 秋田牧場 ４７０－ ５１：１５．５４ １０２．２�
３５ レットイットライド 牡５鹿 ５７ 宮崎 北斗本田 康博氏 武藤 善則 浦河 本巣 敦 ５０６＋１８１：１５．８２ ４．７�
２３ � レイナウッド 牝４黒鹿５５ 中村 将之冨沢 敦子氏 須貝 彦三 浦河 ミルファーム ４３４－１４１：１６．２２	 ４７．０�
７１４ ボニーアクション 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成下河辺隆行氏 角居 勝彦 門別 下河辺牧場 ４８８－ ８１：１６．３クビ ２５．９�
３６ � ビービーフェイク �４栗 ５７ 的場 勇人中西 功氏 谷原 義明 浦河 近藤牧場 B５１６－ ４１：１７．１５ ３５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，４００，７００円 複勝： ２５，２０１，１００円 枠連： １８，８６３，１００円

普通馬連： ５７，７５０，６００円 馬単： ４０，５９９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７７１，５００円

３連複： ８１，８０６，１００円 ３連単： １６２，９９２，５００円 計： ４２５，３８５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２３０円 � ３５０円 � １，８４０円 枠 連（５－５） ３，５１０円

普通馬連 �� ２，９２０円 馬 単 �� ５，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０５０円 �� ７，１００円 �� １０，５８０円

３ 連 複 ��� ６２，６３０円 ３ 連 単 ��� ２４０，１００円

票 数

単勝票数 計 １７４００７ 的中 � ２２０４３（３番人気）
複勝票数 計 ２５２０１１ 的中 � ３４７２６（２番人気）� １９１５６（５番人気）� ２９６３（１５番人気）
枠連票数 計 １８８６３１ 的中 （５－５） ３９７６（１６番人気）
普通馬連票数 計 ５７７５０６ 的中 �� １４６４２（９番人気）
馬単票数 計 ４０５９９７ 的中 �� ５１５２（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７７１５ 的中 �� ５０８５（８番人気）�� ７０６（７８番人気）�� ４７２（９６番人気）
３連複票数 計 ８１８０６１ 的中 ��� ９６４（１９０番人気）
３連単票数 計１６２９９２５ 的中 ��� ５０１（７２４番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．６―１２．６―１２．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．５―３５．１―４７．７―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シ テ ィ ボ ス �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 オグリキャップ （５戦０勝 賞金 ０円）

２００３．４．１３生 牡６鹿 母 アラマサキャップ 母母 ユ ウ コ ３５戦１勝 賞金 ３８，９２６，０００円
地方デビュー ２００５．７．１９ 園田

〔制裁〕 ボニーアクション号の調教師角居勝彦は，登録服色を使用できなかっ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〕 レイナウッド号・ボニーアクション号・ビービーフェイク号は，平成２１年５月２５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。
（非抽選馬） ６頭 ウインハンズダウン号・クリノポップコーン号・シンメトリーアート号・ソウルスクリーム号・ファンドリキセキ号・

マウントキング号



（２１福島１）第５日 ４月２５日（土曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重後不良
稍重後重後不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７５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

２１２，０１０，０００円
８，３７０，０００円
２，１００，０００円
２１，９４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，３５１，５００円
４，８２２，０００円
１，７３２，５００円

勝馬投票券売得金
２０４，２０４，９００円
２９９，０４８，２００円
１９５，２５２，７００円
７４９，０１２，５００円
４７９，９８７，８００円
２４４，３３５，７００円
９８８，７８９，６００円
１，８１０，４８６，６００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 ４，９７１，１１８，０００円

総入場人員 １０，５０７名 （有料入場人員 ８，９２７名）




