
１００４９ ４月２４日 晴 重 （２２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 サンマルプリンセス 牝３鹿 ５４ 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４３２－ ２１：０９．１ ３．４�

３６ カゼノマイヒメ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲丸山 元気岡田 牧雄氏 高木 登 日高 佐々木 直孝 ４１６± ０１：０９．４２ ５３．５�

２４ ユニラテラリズム 牝３青鹿５４ 中舘 英二池谷 誠一氏 本間 忍 むかわ 上水牧場 ４９２－ ４１：１０．２５ １．８�
４８ セザンブライト 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成瀬山 孝一氏 鈴木 勝美 新ひだか 飛野牧場 ４８４± ０１：１０．４１� ９．６�
１２ マイネポローニア 牝３栗 ５４ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 浦河 山田牧場 ４５８－１２ 〃 クビ ６０．１�
４７ キョウエイバリュー �３鹿 ５６ 田中 勝春田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 出羽牧場 ４４６－ ６１：１０．６１� ２９．９�
６１１ カシノアレグロ 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ４３２－１０１：１０．９１� ２９３．３	
７１４ テイエムタイフーン 牡３芦 ５６ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 新ひだか 松本牧場 ４８４＋ ６１：１１．０� ４２．７

６１２ スズカハイライト 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４４２± ０１：１１．１� ５７．１�
２３ メイショウクレモナ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４４２－ ２１：１１．２� ４４．１
１１ フリークムーン 牡３栗 ５６ 荻野 琢真吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 新冠橋本牧場 B４４４－ ２１：１１．５１� ２９．２�
８１６ キャンディポップ 牝３栗 ５４ 太宰 啓介�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 ４３２ ―１：１１．６� １５７．２�
５１０ テイエムゴッド 牡３黒鹿５６ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 新ひだか 猪野毛牧場 ４７０ ―１：１２．１３ ５７．９�
５９ シゲルマサムネ 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰森中 蕃氏 小野 幸治 新ひだか 仲野牧場 ４８４＋１０１：１２．２クビ ２５４．０�
３５ ト シ バ ー ド 牡３栗 ５６ 長谷川浩大上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 B４７８－ ６１：１２．３� １６．５�
７１３ ムーンウォーク 牝３栗 ５４ 北村 友一岡 浩二氏 和田正一郎 新冠 アラキフアーム ４６８－ ４１：１２．７２� ２８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，５０６，１００円 複勝： ２７，１９０，０００円 枠連： ９，３８０，２００円

普通馬連： ２７，４３８，６００円 馬単： ２５，１７０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １４，００５，２００円

３連複： ４４，７６７，６００円 ３連単： ６５，９６５，８００円 計： ２２６，４２３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � ６５０円 � １１０円 枠 連（３－８） ２，２３０円

普通馬連 �� ７，４３０円 馬 単 �� １０，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６２０円 �� １７０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� ３，４３０円 ３ 連 単 ��� ３０，９１０円

票 数

単勝票数 計 １２５０６１ 的中 � ２９３５８（２番人気）
複勝票数 計 ２７１９００ 的中 � ４０９２８（２番人気）� ４０４０（１１番人気）� １５１４８４（１番人気）
枠連票数 計 ９３８０２ 的中 （３－８） ３１１８（９番人気）
普通馬連票数 計 ２７４３８６ 的中 �� ２７２９（２１番人気）
馬単票数 計 ２５１７０１ 的中 �� １７３１（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４００５２ 的中 �� １７２３（２１番人気）�� ２７８８４（１番人気）�� ２２９２（１３番人気）
３連複票数 計 ４４７６７６ 的中 ��� ９６４１（９番人気）
３連単票数 計 ６５９６５８ 的中 ��� １５７５（７４番人気）

ハロンタイム ９．４―１０．８―１１．３―１２．１―１２．４―１３．１

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．４―２０．２―３１．５―４３．６―５６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルプリンセス �
�
父 リンドシェーバー �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２００９．８．２９ 新潟４着

２００７．４．６生 牝３鹿 母 ユーワマドンナ 母母 レイニーウッド ５戦１勝 賞金 ７，４００，０００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 メイショウマハロ号・ローレルイグザルト号



１００５０ ４月２４日 晴 重 （２２福島１）第５日 第２競走 ��２，０００�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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

５９ クリスティロマンス 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４４４＋ ２２：０３．９ ８．５�

６１２ ビッグラジャー 牝３黒鹿５４ 北村 友一�ビッグ 梅田 康雄 新冠 川上 悦夫 ４２２± ０２：０４．１１ ３４．１�
１１ ルナーコロナ 牝３青 ５４ 福永 祐一吉田 照哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４０８± ０２：０４．３１� ２．３�
８１５ ナショナルフラワー 牝３栗 ５４ 三浦 皇成吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４７４－ ６２：０４．４� ３．０�
２４ バトルキクヒメ 牝３芦 ５４ 荻野 琢真宮川 秋信氏 野中 賢二 新ひだか 小倉 光博 ４６４－１０２：０４．５� ４３．２�
６１１ リトルジュン 牝３芦 ５４ 大野 拓弥宮田 守氏 松山 将樹 日高 豊洋牧場 ４６２± ０２：０４．６� ６．３�
２３ ホクトスズラン 牝３栗 ５４ 太宰 啓介布施 光章氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム ４５６－ ２２：０４．７� ４４．４	
１２ キスショット 牝３栗 ５４ 吉田 隼人 �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 ４４０± ０２：０４．９１� ５５．６

５１０ トクノフラップ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉�永冨士夫氏 野元 昭 新ひだか 本桐牧場 ４５４－ ６２：０５．０� ２２１．５�
７１３ ジャトゥチンタ 牝３鹿 ５４ 梶 晃啓加藤 信之氏 田村 康仁 新冠 中本 隆志 ４２２－ ４ 〃 クビ １８６．８�
３５ ニホンピロフルール 牝３栗 ５４ 長谷川浩大小林百太郎氏 河内 洋 日高 佐々木 直孝 ４２０－ ４２：０５．４２� ２９．５
７１４ メランコリー 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信田島榮二郎氏 中野 栄治 日高 前川 義則 ４６８－ ４ 〃 アタマ １８１．５�
８１６ マロンシュヴー 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 碧雲牧場 ４６２± ０２：０５．６１� ２３１．８�
３６ マイネレヴェランス 牝３青 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新ひだか 今 牧場 ４４２ ―２：０５．８１� ６５．９�
４８ アルファアンジュ 牝３芦 ５４ 中舘 英二�貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４９８ ―２：０６．０１� ２２．７�
４７ ワカクモティタン 牝３鹿 ５４ 岩部 純二阿部 紀子氏 清水 利章 浦河 本巣 敦 ４２０－１２２：０６．４２� ６５３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，３５２，７００円 複勝： １５，３５７，６００円 枠連： ６，９３３，０００円

普通馬連： ２２，７９９，０００円 馬単： １８，７４７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １０，８７２，０００円

３連複： ３４，０３９，８００円 ３連単： ４９，３２３，４００円 計： １６９，４２５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２３０円 � ５１０円 � １４０円 枠 連（５－６） １，６９０円

普通馬連 �� ９，７１０円 馬 単 �� １６，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７７０円 �� ４５０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ４，９９０円 ３ 連 単 ��� ４８，４１０円

票 数

単勝票数 計 １１３５２７ 的中 � １０５３２（４番人気）
複勝票数 計 １５３５７６ 的中 � １６６９６（４番人気）� ５８７２（７番人気）� ３９１７１（１番人気）
枠連票数 計 ６９３３０ 的中 （５－６） ３０３０（７番人気）
普通馬連票数 計 ２２７９９０ 的中 �� １７３３（２５番人気）
馬単票数 計 １８７４７９ 的中 �� ８５８（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０８７２０ 的中 �� １４０１（１９番人気）�� ６４６２（４番人気）�� ４５１３（６番人気）
３連複票数 計 ３４０３９８ 的中 ��� ５０４１（１４番人気）
３連単票数 計 ４９３２３４ 的中 ��� ７５２（１３７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１１．８―１２．６―１３．４―１３．２―１２．８―１２．４―１２．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．５―３５．３―４７．９―１：０１．３―１：１４．５―１：２７．３―１：３９．７―１：５１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．６
１
３
１６（３，１５）（５，１４，８）（１，９）１３（６，４）（７，１１）－１０－２－１２・（１６，１５，８）（３，９）（１４，１１）（５，１，４）（１３，１２）（６，１０）（７，２）

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

勝馬の
紹 介

クリスティロマンス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．２．２８ 阪神６着

２００７．３．２生 牝３黒鹿 母 スターリーロマンス 母母 ミルレーサー ２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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カシマパステル号
（非抽選馬） １頭 ウエスタンエルザ号



１００５１ ４月２４日 晴 重 （２２福島１）第５日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０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

６１１ ブルームーンピサ 牝３芦 ５４
５１ ▲丸山 元気市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B４６６± ０１：１１．１ ２．５�

４８ クレメンティア 牝３黒鹿５４ 上村 洋行小村アセットM� 村山 明 千歳 社台ファーム ４１８－ ４１：１１．２� ３４．５�
３５ サクラシュプール 牝３鹿 ５４ 福永 祐一�さくらコマース牧浦 充徳 新冠 川上牧場 ４４２－ ２１：１１．４１� ４．９�
７１４ ラブモーション 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ３９８＋ ６１：１２．０３� ４４７．４�
８１５ プリンシプルレディ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�大北牧場 伊藤 圭三 浦河 大北牧場 B４３２± ０ 〃 ハナ ２．８�
４７ スズカパルサー 牝３黒鹿５４ 荻野 琢真永井 啓弍氏 荒川 義之 浦河 辻 牧場 ４３２－ ８ 〃 ハナ ２１３．７	
３６ エーシンオフクロ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�栄進堂 藤岡 健一 新ひだか 木田牧場 ４３６ ― 〃 アタマ ２９．４

１１ クイーンズガーデン 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ４４０－１６１：１２．１クビ １０．８�
１２ トウショウチャンス 牡３黒鹿５６ 武士沢友治トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４２－ ８１：１２．２� ４９．２�
８１６ ラヴアンジェリーク 牝３青 ５４ 岩部 純二大迫久美子氏 萱野 浩二 新冠 村上 欽哉 ４４４－１０ 〃 クビ ４７８．２
５９ ハ ン ナ リ ト 牝３鹿 ５４ 田中 博康村上 卓史氏 小桧山 悟 浦河 川越ファーム ４１０－ ８１：１２．９４ ２５．１�
６１２ テンエイレジェンド 牡３栗 ５６ 西田雄一郎熊坂富寿雄氏 坂本 勝美 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４８４ ―１：１３．０クビ ２２８．３�
５１０ ディアセイレーン 牝３鹿 ５４ 的場 勇人ディアレスト 阿部 新生 新ひだか 八田ファーム ４２６＋ ２１：１３．５３ １２５．２�
７１３ メイショウセンヒメ 牝３栗 ５４ 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 ４７６－ ２１：１３．７１� ５５．１�
２４ シゲルツキヤマドノ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 白瀬 明 B４３２－１２１：１４．１２� ２４．２�
２３ ア ッ サ リ ネ 牝３栗 ５４ 木幡 初広小栗 範恭氏 石毛 善彦 浦河 不二牧場 ４３０＋１０１：１４．７３� ２８９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，４６８，７００円 複勝： １７，３５４，３００円 枠連： ８，３６４，４００円

普通馬連： ２４，２８４，０００円 馬単： １９，６０５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １１，２４８，６００円

３連複： ３３，６３７，１００円 ３連単： ５１，３６６，６００円 計： １７７，３２９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ４８０円 � １９０円 枠 連（４－６） ３，７８０円

普通馬連 �� ４，６００円 馬 単 �� ６，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３３０円 �� ３１０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ５，１００円 ３ 連 単 ��� ２８，４４０円

票 数

単勝票数 計 １１４６８７ 的中 � ３６４９２（１番人気）
複勝票数 計 １７３５４３ 的中 � ４１９５９（２番人気）� ６９２８（５番人気）� ２３８６９（３番人気）
枠連票数 計 ８３６４４ 的中 （４－６） １６３４（１３番人気）
普通馬連票数 計 ２４２８４０ 的中 �� ３８９６（１５番人気）
馬単票数 計 １９６０５６ 的中 �� ２３７３（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１２４８６ 的中 �� １９４０（２０番人気）�� １０２５８（２番人気）�� １７９５（２１番人気）
３連複票数 計 ３３６３７１ 的中 ��� ４８７４（１７番人気）
３連単票数 計 ５１３６６６ 的中 ��� １３３３（８２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．２―１２．０―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３４．５―４６．５―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルームーンピサ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．６ 新潟２着

２００７．３．４生 牝３芦 母 ピサノダイアナ 母母 エグズマキー ７戦１勝 賞金 ９，８５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アッサリネ号は，平成２２年５月２４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 ゴールドホース号



１００５２ ４月２４日 晴 重 （２２福島１）第５日 第４競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０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
１：４１．７

良

不良

５９ ワンダーバライル 牡３芦 ５６ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 浦河 小柳牧場 ４７４± ０１：４７．２ ４．２�

８１５ トーセンヤッテキタ 牡３栗 ５６ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B５０４－ ２１：４７．３� ４．０�
４７ キョウエイナゲット 牡３黒鹿５６ 木幡 初広田中 晴夫氏 藤原 辰雄 日高 春木 昭雄 B４３２－ ６１：４７．７２� １０．９�
３５ ウエスタンウェイブ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４５２－ ４１：４７．９１ ３．０�
７１２ メイショウヘイゾウ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 大柳ファーム ４７０－１０１：４８．１１� ８０．８�
３４ ウインガルーダ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大�ウイン 西浦 勝一 日高 長田ファーム ４９２－ ４１：４８．３１� ３６．４	
７１３ エイコオレジェンド 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信今 秀幸氏 武市 康男 新ひだか 萩澤 泰博 B４６２－ ４１：４８．４� １６．５

４６ ニシノユートピア 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成西山 茂行氏 清水 英克 むかわ 西山牧場 B４４４± ０１：４９．０３� ２２．４�
１１ ユンヌペルル 牡３芦 ５６ 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 新ひだか 井高牧場 ４６６－ ２１：４９．２１� １７．１�
２３ クールクラージュ 牡３芦 ５６ 上村 洋行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 B４８６＋ ６１：４９．３� ８．４
６１０ スノーピーパッド 牡３芦 ５６ 的場 勇人小山 豊氏 阿部 新生 新ひだか 岡田牧場 ５０２＋ ２ 〃 クビ １３７．８�
８１４ ローレルデパール 牡３黒鹿５６ 鈴来 直人 �ローレルレーシング 矢野 英一 新冠 リコーファーム ４５２± ０１：４９．４� ２８４．７�
２２ シゲルウジサト 牡３黒鹿５６ 北村 友一森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか タイヘイ牧場 ５０８± ０１：４９．５� １４３．３�
５８ フラワーイーリス 牝３鹿 ５４ 田中 博康花垣 春男氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 ４５０± ０１：５０．６７ ３２６．１�
６１１ テイエムテツワン 牡３栗 ５６ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 石郷岡 雅樹 ５１６＋２４１：５１．２３� ３１８．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，３７９，７００円 複勝： １６，５２９，４００円 枠連： ８，２２２，６００円

普通馬連： ２３，９０４，２００円 馬単： １８，１５０，０００円 ワイド【拡大馬連】： １０，９２２，３００円

３連複： ３２，６００，４００円 ３連単： ４７，１３０，６００円 計： １６８，８３９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ２８０円 枠 連（５－８） １，０２０円

普通馬連 �� ８６０円 馬 単 �� １，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ７２０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ３，２００円 ３ 連 単 ��� １２，５１０円

票 数

単勝票数 計 １１３７９７ 的中 � ２１３９８（３番人気）
複勝票数 計 １６５２９４ 的中 � ３８１７０（１番人気）� ２６７５４（３番人気）� １２３７８（５番人気）
枠連票数 計 ８２２２６ 的中 （５－８） ５９６５（３番人気）
普通馬連票数 計 ２３９０４２ 的中 �� ２０７５０（３番人気）
馬単票数 計 １８１５００ 的中 �� ６７３４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０９２２３ 的中 �� １０５０６（１番人気）�� ３５２７（８番人気）�� ３２０１（１０番人気）
３連複票数 計 ３２６００４ 的中 ��� ７５３９（１０番人気）
３連単票数 計 ４７１３０６ 的中 ��� ２７８１（１９番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．８―１１．７―１３．４―１３．４―１２．９―１２．７―１２．６―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．７―２９．４―４２．８―５６．２―１：０９．１―１：２１．８―１：３４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーバライル �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 Be My Guest デビュー ２００９．１２．１３ 阪神１２着

２００７．４．１２生 牡３芦 母 ワンダーグラシア 母母 Delta Town ７戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
〔制裁〕 ローレルデパール号の騎手鈴来直人は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（６番・１３番への進路影響）
※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 ロンシャンホープ号



１００５３ ４月２４日 晴 重 （２２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

１１ エルブールズ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４９２－ ６２：４４．３ ４．４�

５１０ コードゼット 牡３栗 ５６ 吉田 隼人前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８± ０ 〃 クビ ５．６�
３６ オペラオーカン 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B４６８± ０２：４４．４� ２．１�
２３ ホッコーブリット 牡３栗 ５６ 長谷川浩大��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B４７８＋１０２：４５．１４ ５５．６�
２４ スリーピークス 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 宮城 遊佐 武俊 ４４８＋ ２ 〃 ハナ ４９６．４�
４８ シゲルタカカゲ 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 坂元 芳春 ４４４± ０２：４５．２� ８１．９�
７１４ テープカット 牡３鹿 ５６ 木幡 初広橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか タイヘイ牧場 ４３２－ ２２：４５．４１� ２７．９	
７１３ リュウシンドラゴン 牡３青鹿５６ 大野 拓弥桑畑 
信氏 高木 登 えりも エクセルマネジメント B４６４＋ ２２：４５．５� ２９．５�
３５ ニシノプレミアム 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信西山 茂行氏 奥平 雅士 むかわ 西山牧場 B４８４－ ４２：４５．６クビ １０３．１�
６１１ ヒシカツヒトリタビ 牡３芦 ５６ 田嶋 翔阿部雅一郎氏 小島 貞博 新冠 カミイスタット ４９２－ ６ 〃 ハナ １００．７
５９ エムアイルビー 牝３鹿 ５４ 北村 友一猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 猪野毛牧場 ４２４± ０２：４６．３４ ２９１．７�
８１６ メジロチェスター 牡３鹿 ５６ 黛 弘人�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４１８－ ４２：４６．５１� ８．６�
６１２ サベラージュ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲西村 太一 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム B４５４－ ６ 〃 ハナ ９．１�
４７ ア バ デ ィ 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次加藤 信之氏 清水 美波 日高 小屋畑 和久 ４４４－２２２：４７．３５ １０４．３�
８１５ シャインオブロード 牡３芦 ５６

５３ ▲丸山 元気皆川 博文氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ５０８－ ４２：４９．３大差 １６８．２�
１２ ソルスティス 牝３芦 ５４ 江田 照男 �キャロットファーム 伊藤 圭三 むかわ 上水牧場 B４９６＋ ４２：５２．２大差 １３９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，１０２，７００円 複勝： １８，２４５，９００円 枠連： ７，９１３，８００円

普通馬連： ２６，３５８，６００円 馬単： ２０，６８０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １１，７６１，１００円

３連複： ３６，６１１，７００円 ３連単： ５５，３２０，３００円 計： １８９，９９４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（１－５） １，４４０円

普通馬連 �� １，５３０円 馬 単 �� ２，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ２４０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 ��� ８，５６０円

票 数

単勝票数 計 １３１０２７ 的中 � ２３９３６（２番人気）
複勝票数 計 １８２４５９ 的中 � ２８５１２（２番人気）� ２４６４７（３番人気）� ５４６４８（１番人気）
枠連票数 計 ７９１３８ 的中 （１－５） ４０７５（５番人気）
普通馬連票数 計 ２６３５８６ 的中 �� １２７４５（５番人気）
馬単票数 計 ２０６８０７ 的中 �� ５３４２（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１７６１１ 的中 �� ５４４４（５番人気）�� １３４９４（１番人気）�� １００１６（３番人気）
３連複票数 計 ３６６１１７ 的中 ��� ２６３８７（１番人気）
３連単票数 計 ５５３２０３ 的中 ��� ４７７０（１７番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．２―１１．６―１２．５―１３．１―１３．３―１３．６―１４．１―１２．８―１２．２―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� ２，４００�
１３．２―２４．４―３６．０―４８．５―１：０１．６―１：１４．９―１：２８．５―１：４２．６―１：５５．４―２：０７．６―２：２０．２―２：３２．２

コーナー
通過順位

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

２
�

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

勝馬の
紹 介

エルブールズ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Slew o’Gold デビュー ２００９．１１．８ 東京１０着

２００７．３．２２生 牡３鹿 母 エ ル レ イ ナ 母母 エイプリルソネット ５戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソルスティス号は，平成２２年５月２４日まで平地競走に出走できない。



１００５４ ４月２４日 晴 重 （２２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）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

５９ スナークツバサ 牡４芦 ５７ 石橋 脩杉本仙次郎氏 野中 賢二 様似 清水スタッド B４８８＋ ８１：４４．７ １０．７�

２２ � ヤ マ ノ ベ ガ 牡６黒鹿５７ 的場 勇人山住れい子氏 牧 光二 門別 竹島 幸治 ５０８＋ ６１：４５．４４ １９．７�
２３ マイネルビスタ 牡６栗 ５７ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 富本 茂喜 ４７２－ ２１：４５．６１� １．８�
７１３ クリノマックス 牝４栗 ５５ 三浦 皇成栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 碧雲牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ ８．３�
４７ � ファイトシーン 牡６黒鹿５７ 田嶋 翔村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４３６－ ８１：４５．７クビ ５０．８�
３５ マスターソニック 牡４鹿 ５７ 北村 友一�谷岡牧場 梅田 康雄 新冠 中本 隆志 ５０８－ ６１：４５．８� １２．５	
３４ セイカプレスト 牡４黒鹿５７ 田中 博康久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４６０＋ ２１：４６．０１� ４１．２

１１ ベルモントパッシオ 牡５青鹿５７ 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 B５２０＋ ６１：４６．３１� １００．２�
６１１ アルテマイスター 牡４栗 ５７ 長谷川浩大水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 ４３６＋ ２１：４６．４クビ ２２．３�
８１５� ベニバナソング 	４栗 ５７ 田辺 裕信ベニバナ組合 後藤 由之 浦河 畔高牧場 ５１０－ ６１：４６．６１� ３４．０
８１４ スカイハイシチー 牡６栗 ５７ 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 三石 幌村牧場 ４８４＋ ６ 〃 クビ １３９．７�
７１２� フェアームーラン 牡５青鹿５７ 丹内 祐次キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 小葉松 幸雄 ４８４＋ ２１：４７．２３� ２１．４�
６１０ レグルスハート 牡４黒鹿５７ 古川 吉洋中江 隆一氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 B４８２－１２１：４７．５２ ８．７�
４６ � アプローチアゲン 牡６栗 ５７ 吉田 隼人浅川 皓司氏 中野 栄治 静内 由利 徳之 B４７０＋ ８１：４９．０９ １２１．９�
５８ スティールシャーク 牝５鹿 ５５ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４１：５１．３大差 １８．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，３０６，４００円 複勝： １４，５２２，２００円 枠連： ９，６５３，７００円

普通馬連： ２１，９０３，９００円 馬単： １９，７５８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １１，０４９，２００円

３連複： ３５，１０９，５００円 ３連単： ５７，７６０，６００円 計： １８１，０６３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ３００円 � ３６０円 � １３０円 枠 連（２－５） ５４０円

普通馬連 �� ５，０１０円 馬 単 �� ９，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８３０円 �� ４６０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ５，１４０円 ３ 連 単 ��� ４３，２８０円

票 数

単勝票数 計 １１３０６４ 的中 � ８３８６（４番人気）
複勝票数 計 １４５２２２ 的中 � １０２３７（５番人気）� ８０８９（８番人気）� ４２９９３（１番人気）
枠連票数 計 ９６５３７ 的中 （２－５） １３４３６（２番人気）
普通馬連票数 計 ２１９０３９ 的中 �� ３２３１（１８番人気）
馬単票数 計 １９７５８３ 的中 �� １６０２（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１０４９２ 的中 �� １３８３（１８番人気）�� ６３２８（４番人気）�� ４１７６（６番人気）
３連複票数 計 ３５１０９５ 的中 ��� ５０５０（１６番人気）
３連単票数 計 ５７７６０６ 的中 ��� ９８５（１４０番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．３―１１．６―１２．５―１２．２―１２．２―１２．６―１２．３―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．２―２９．８―４２．３―５４．５―１：０６．７―１：１９．３―１：３１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３８．０
１
３
９，１５（２，８，１２）１－（３，４，１０，１１）（７，１３）－５，６，１４
９，１５，２，１，３（１２，１０）（４，８，７，１１）（５，１３）１４－６

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スナークツバサ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 オウインスパイアリング デビュー ２００８．１１．３０ 京都２着

２００６．４．８生 牡４芦 母 ラ ノ ビ ア 母母 ニツソウブラツク ９戦１勝 賞金 １１，９００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 スティールシャーク号は，平成２２年５月２４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 エスユーペニー号



１００５５ ４月２４日 晴 稍重 （２２福島１）第５日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

８１１� モエレアイドル 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人阿部 紀子氏 清水 利章 新ひだか 中村 和夫 ４４０－ ６２：０２．８ ６．７�

６８ カネトシスラーヴァ 牝４鹿 ５５ 田中 博康兼松 利男氏 矢作 芳人 三石 三石川上牧場 ４３０－ ２２：０２．９� ２．５�
８１２ プ ラ ー ジ ュ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２－ ６２：０３．０� １４．０�
５６ ヤマニンアロンディ 牝８栗 ５５ 西田雄一郎土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４７２－ ２２：０３．２１� １９７．３�
６７ ネオイユドゥレーヌ 牝４黒鹿５５ 太宰 啓介小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６０－ ２２：０３．３� １７．１�
５５ マイファーストラヴ 牝４青鹿５５ 北村 友一廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４２８－ ６ 〃 クビ ５．１�
４４ サンアイブライト 牝６鹿 ５５ 江田 照男福島 実氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４９２＋ ４２：０３．４� １３１．２	
７１０ クリノメダリスト 牝４栗 ５５ 川島 信二栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４２４－ ２２：０４．０３� ７．０

３３ ショウナンハゴロモ 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成�湘南 国枝 栄 浦河 桑田牧場 ４６４－ ４ 〃 ハナ ７２．４�
２２ マイネナデシコ 牝６鹿 ５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 谷口牧場 ４６６＋ ６ 〃 クビ ５７．３
１１ � シーサイドカフェ 牝４青鹿 ５５

５２ ▲丸山 元気宮川 純造氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 ４５４＋ ２２：０４．４２� ６．８�
７９ ダッシュアキチャン 牝５黒鹿５５ 大野 拓弥遠藤 喜松氏 牧 光二 三石 沖田 忠幸 ４４２－ ６２：０５．３５ ２４．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １１，１６４，７００円 複勝： １５，３６２，２００円 枠連： ７，７３６，２００円

普通馬連： ２３，４５１，７００円 馬単： １８，１６７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １０，０５８，５００円

３連複： ３０，５０８，５００円 ３連単： ５５，４７７，９００円 計： １７１，９２７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２２０円 � １４０円 � ３６０円 枠 連（６－８） ４７０円

普通馬連 �� ９２０円 馬 単 �� ２，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １，２３０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ２，９２０円 ３ 連 単 ��� １４，１２０円

票 数

単勝票数 計 １１１６４７ 的中 � １３１４７（３番人気）
複勝票数 計 １５３６２２ 的中 � １７７６８（４番人気）� ３８８４６（１番人気）� ８７４５（６番人気）
枠連票数 計 ７７３６２ 的中 （６－８） １２３９５（１番人気）
普通馬連票数 計 ２３４５１７ 的中 �� １８８５０（２番人気）
馬単票数 計 １８１６７７ 的中 �� ６００６（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １００５８５ 的中 �� ６６９９（２番人気）�� １９００（１４番人気）�� ２８５０（１１番人気）
３連複票数 計 ３０５０８５ 的中 ��� ７７１２（９番人気）
３連単票数 計 ５５４７７９ 的中 ��� ２９０１（３６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．０―１２．５―１３．０―１２．６―１２．３―１２．１―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．８―３５．８―４８．３―１：０１．３―１：１３．９―１：２６．２―１：３８．３―１：５０．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�モエレアイドル �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 リアルシヤダイ

２００６．４．２２生 牝４黒鹿 母 エルフィッシュ 母母 ダイナフエアリー ９戦１勝 賞金 １３，３８０，０００円
地方デビュー ２００８．６．３ 旭川



１００５６ ４月２４日 晴 重 （２２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 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

４８ � ブライアントパーク 牡５黒鹿５７ 中舘 英二細川祐季子氏 藤原 英昭 平取 稲原牧場 ４４４－ ２１：０９．０ ３．７�

５９ � フィールドチャペル 牡４青 ５７ 北村 友一地田 勝三氏 藤岡 範士 米 CandyLand ４８６＋ ２ 〃 ハナ １．７�
６１１� クレムリンエッグ 牡５栗 ５７ 石橋 脩�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell

Farm B４９６＋ ４１：０９．２１ ５．９�
８１６ イーサンヘモス 	４青鹿５７ 太宰 啓介国本 勇氏 松山 将樹 門別 新井 昭二 ４６６－１４ 〃 ハナ １２４．８�
３６ クリスリリー 牝５栗 ５５ 古川 吉洋加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４４０－１２１：０９．７３ ２１６．６�
７１４ キングオブハイシー 牡６鹿 ５７ 西田雄一郎�ミルファーム 保田 一隆 門別 小西ファーム ４８２± ０１：０９．８
 １３１．１	
２４ ルージュアルダン 牡５栗 ５７

５４ ▲丸山 元気 �キャロットファーム 和田 正道 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ４ 〃 クビ １３．９

６１２ ア ム ネ リ ス 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本郷 一彦 浦河 ヒダカフアーム ４６６＋ ６１：０９．９クビ ６２．４�
４７ ウインペガサス 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥�小林牧場 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４８２＋１２ 〃 アタマ １９２．４�
１２ �� アーチフォー 牡５栗 ５７ 三浦 皇成広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Forging

Oaks Farm ５２０＋１０１：１０．８５ ５７．３
５１０ ワンダーアムール 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大山本 信行氏 河内 洋 三石 米田牧場 ４９４－ ２１：１０．９
 ２２８．３�
８１５ レインボーアーチ 牝６栗 ５５ 荻野 琢真 �フジワラ・ファーム 北出 成人 静内 フジワラフアーム B４６６± ０１：１１．１１
 ２９７．９�
３５ モンルージュ 牝６鹿 ５５ 田中 健新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム B４５６± ０１：１１．３１
 ２２．６�
７１３ トーセンディケム 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人島川 �哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７２－ ６１：１１．５１� ４０．２�
２３ � ワンダーバイオー 牡５栗 ５７ 福永 祐一山本 信行氏 笹田 和秀 三石 フクダファーム ４６０＋１０ 〃 クビ ９４．７�
１１ � マルターズマガン 牡６栗 ５７ 田中 博康藤田 在子氏 勢司 和浩 米 Darrell Brown

& Lendy Brown B４７２－ ６１：１１．７１� １７１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，８９０，９００円 複勝： ３６，０２８，７００円 枠連： ９，０９８，９００円

普通馬連： ２６，１２６，５００円 馬単： ２８，７８３，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２，０１４，１００円

３連複： ４０，３１６，１００円 ３連単： ８０，２９９，０００円 計： ２４５，５５７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（４－５） ２７０円

普通馬連 �� ２７０円 馬 単 �� ７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ２９０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ３７０円 ３ 連 単 ��� ２，３７０円

票 数

単勝票数 計 １２８９０９ 的中 � ２７６９９（２番人気）
複勝票数 計 ３６０２８７ 的中 � ４８２６３（２番人気）� ２２７２６３（１番人気）� ３１３４８（３番人気）
枠連票数 計 ９０９８９ 的中 （４－５） ２５４７４（１番人気）
普通馬連票数 計 ２６１２６５ 的中 �� ７２９７４（１番人気）
馬単票数 計 ２８７８３７ 的中 �� ２６９３４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２０１４１ 的中 �� ２７２５５（１番人気）�� ８２６１（３番人気）�� １５１７３（２番人気）
３連複票数 計 ４０３１６１ 的中 ��� ８０５１２（１番人気）
３連単票数 計 ８０２９９０ 的中 ��� ２５０３１（３番人気）

ハロンタイム ９．７―１０．８―１１．４―１２．３―１２．２―１２．６

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．７―２０．５―３１．９―４４．２―５６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブライアントパーク �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Royal Academy

２００５．４．２５生 牡５黒鹿 母 マチカネベニザクラ 母母 Doff the Derby １１戦１勝 賞金 １９，２８０，０００円
初出走 JRA

※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 キタグニノホシ号・キョウエイエルメス号・バリバリセレブ号



１００５７ ４月２４日 晴 稍重 （２２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 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

５６ フサイチダイチャン 牡５鹿 ５７ 福永 祐一岡田 牧雄氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ４２：０２．６ ５．１�

７１０ シャイニータイガー 牡４黒鹿５７ 江田 照男小林 昌志氏 河野 通文 新冠 アラキフアーム ４３４＋ ４２：０２．７� １４．０�
７９ カ シ ノ ネ ロ 牡５鹿 ５７

５４ ▲丸山 元気柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４７０－ ４２：０３．１２� ５．４�
６７ タガノガブリエル 牡４青 ５７ 太宰 啓介八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１８－ ６２：０３．３１� ７．５�
８１２ バイタルシチー 牡４鹿 ５７ 北村 友一 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 アイオイファーム ４５８－ ４２：０３．４� ４．０�
８１１ ダイワモースト 牡４黒鹿５７ 的場 勇人大城 敬三氏 田中 清隆 三石 追分ファーム ４８０－１０２：０４．２５ １０２．０�
５５ シャドウライン 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人飯塚 知一氏 戸田 博文 浦河 伏木田牧場 ４８４－ ４ 〃 ハナ ４５．１	
１１ ロイヤルダリア 牡４黒鹿５７ 中舘 英二田中 由子氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５１６－ ８２：０４．３クビ ４．５

４４ マイネルアテッサ 牡５芦 ５７ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 三石 沖田 博志 ５１２－ ４２：０４．４� １５．１�
３３ タイキユイマール �４鹿 ５７ 大野 拓弥�大樹ファーム 牧 光二 早来 ノーザンファーム ４７８－ ４２：０５．１４ ９２．６
２２ ウ マ ザ イ ル 牡４黒鹿５７ 青木 芳之山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５２８－ ８２：０５．３１� １１．５�
６８ オンワードアコール 牡４鹿 ５７

５４ ▲国分 優作�オンワード牧場 保田 一隆 浦河 オンワード牧場 ４６６－ ６２：０７．０大差 １８７．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，４９８，１００円 複勝： １９，８１７，６００円 枠連： １０，２２４，５００円

普通馬連： ３２，８５９，０００円 馬単： ２６，１４６，１００円 ワイド【拡大馬連】： １３，３０７，７００円

３連複： ４３，６７５，９００円 ３連単： ８３，３８８，３００円 計： ２４１，９１７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２２０円 � ４６０円 � ２１０円 枠 連（５－７） １，０３０円

普通馬連 �� ５，２２０円 馬 単 �� ９，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５８０円 �� ６００円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ８，５８０円 ３ 連 単 ��� ６０，０４０円

票 数

単勝票数 計 １２４９８１ 的中 � １９４８９（３番人気）
複勝票数 計 １９８１７６ 的中 � ２５４３１（５番人気）� ９５７２（８番人気）� ２７１６６（３番人気）
枠連票数 計 １０２２４５ 的中 （５－７） ７３３９（５番人気）
普通馬連票数 計 ３２８５９０ 的中 �� ４６４７（２３番人気）
馬単票数 計 ２６１４６１ 的中 �� １９９６（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３３０７７ 的中 �� ２０２０（２２番人気）�� ５７６６（８番人気）�� ２２０９（２１番人気）
３連複票数 計 ４３６７５９ 的中 ��� ３７５７（３６番人気）
３連単票数 計 ８３３８８３ 的中 ��� １０２５（２３２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１２．１―１２．１―１２．６―１２．２―１２．１―１２．３―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．５―３６．６―４８．７―１：０１．３―１：１３．５―１：２５．６―１：３７．９―１：４９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３７．０
１
３
６－４（２，９）１，７（３，１１）１０，８，１２，５
６（４，２）（１，９）７－１０－１２，１１（８，５）３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フサイチダイチャン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．３．２３ 阪神１着

２００５．３．１４生 牡５鹿 母 サドラーズメイド 母母 Amazer １４戦３勝 賞金 ３２，０３８，０００円
※オンワードアコール号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１００５８ ４月２４日 晴 重 （２２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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

２２ ロ ン グ ロ ウ 牡３芦 ５６ 福永 祐一吉田 和子氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５０６＋１０１：４６．３ ３．３�

４７ ヤマニンシャスール 牡３鹿 ５６ 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４５４－ ２１：４６．５１� ２０．５�
３５ フェバリットアワー 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ４９４＋ ６１：４６．７１� ６．０�
３４ ジールドリル 牡３鹿 ５６ 田中 勝春前田 幸治氏 小島 太 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２４－ ４１：４７．０１� １３．２�
７１３ カネスデュエル 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成杉澤 光雄氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４７４－ ６１：４７．２１� ９．０�
６１０ ビレッジブライト 牡３栗 ５６ 江田 照男村山 輝雄氏 藤原 辰雄 新ひだか 飛野牧場 ４７８－ ８ 〃 クビ １２．４�
８１５	 フジペガサス 牡３栗 ５６ 木幡 初広藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４３８＋ ２１：４７．４１� ３１７．１	
６１１ リズミックビート 牡３栗 ５６ 太宰 啓介名古屋友豊
 小野 幸治 日高 白井牧場 ５０４－ ２１：４７．８２� ６６．７�
５８ シルクコスモス 牡３栗 ５６ 長谷川浩大有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 ４４４－ ４１：４７．９クビ １９．５�
２３ アキノフライ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新ひだか 徳本 幸雄 ４３０＋ ２１：４８．０� ２１２．６
８１４ コアレススキャン 牡３鹿 ５６ 上村 洋行小林 昌志氏 須貝 彦三 新ひだか 沖田 博志 ４７２± ０１：４８．１� ６７．４�
４６ タマモチャーム 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋タマモ
 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４６２－ ２１：４８．４２ ６８．５�
１１ 
 バルデッツァ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人前田 幸治氏 中竹 和也 米 Bill

McDowell ４８４－ ４１：４９．０３� ６．５�
５９ スマートドラゴン 牡３栗 ５６ 中舘 英二大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド ４７４－ ６１：４９．９５ １１．３�
７１２ テ ィ ル ス 牡３鹿 ５６ 北村 友一金子真人ホール

ディングス
 池江 泰寿 新冠 パカパカ
ファーム ５２６－ ８ 〃 ハナ ８．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，９８７，５００円 複勝： ２８，４２２，４００円 枠連： １６，１３７，０００円

普通馬連： ４９，０１８，２００円 馬単： ３５，３３２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８８４，１００円

３連複： ７３，８８５，５００円 ３連単： １１６，８２０，３００円 計： ３５６，４８７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ５００円 � ２１０円 枠 連（２－４） ３，４７０円

普通馬連 �� ５，６２０円 馬 単 �� ８，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６４０円 �� ５７０円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� ９，３５０円 ３ 連 単 ��� ６１，５００円

票 数

単勝票数 計 １７９８７５ 的中 � ４３８９０（１番人気）
複勝票数 計 ２８４２２４ 的中 � ５７４７４（１番人気）� １１４８１（１０番人気）� ３７５０６（２番人気）
枠連票数 計 １６１３７０ 的中 （２－４） ３４３７（１８番人気）
普通馬連票数 計 ４９０１８２ 的中 �� ６４４３（２３番人気）
馬単票数 計 ３５３３２６ 的中 �� ３２１９（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８８４１ 的中 �� ２７４２（２６番人気）�� ８７４３（２番人気）�� ２８３１（２３番人気）
３連複票数 計 ７３８８５５ 的中 ��� ５８３４（３０番人気）
３連単票数 計１１６８２０３ 的中 ��� １４０２（２０２番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．０―１２．０―１２．２―１２．５―１２．７―１３．０―１３．１―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．９―４２．１―５４．６―１：０７．３―１：２０．３―１：３３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．０
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ロ ン グ ロ ウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１０．１．９ 京都１着

２００７．３．３０生 牡３芦 母 ゴールドティアラ 母母 Bright Tiara ３戦２勝 賞金 １７，３９９，０００円
〔発走状況〕 リズミックビート号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔調教再審査〕 リズミックビート号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ドリームザネクスト号



１００５９ ４月２４日 晴 稍重 （２２福島１）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�第７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 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００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

４８ レ ジ ネ ッ タ 牝５鹿 ５４ 中舘 英二 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム B４４０－ ２１：４８．９ ９．３�

８１６ ブラボーデイジー 牝５芦 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５４０＋ ２ 〃 アタマ ７．３�
２４ ウェディングフジコ 牝６黒鹿５５ 吉田 隼人荻原 昭二氏 戸田 博文 門別 ヤナガワ牧場 ４５４± ０１：４９．１１� ５．９�
７１４ アルコセニョーラ 牝６黒鹿５６ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４２６－ ４ 〃 ハナ ２８．３�
６１２ ダイワジャンヌ 牝５黒鹿５３ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 静内 千代田牧場 ４４６± ０１：４９．２� ２５．６�
２３ ジェルミナル 牝４黒鹿５４ 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：４９．４１ ５．８�
８１５ ブライティアパルス 牝５鹿 ５４ 鮫島 良太小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４６２＋ ４１：４９．５� １２．７	
５９ マイネレーツェル 牝５鹿 ５４ 石橋 脩 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 青森 佐々木牧場 ４２２－ ４ 〃 クビ ４０．０�
３６ ピエナビーナス 牝６青鹿５５ 古川 吉洋本谷 兼三氏 南井 克巳 浦河 岡本牧場 ４４８－１２１：４９．７	 ４６．６�
１１ チェレブリタ 牝５鹿 ５４ 大野 拓弥�三嶋牧場 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４５４＋１０ 〃 アタマ ９．６
６１１ キシュウグラシア 牝４黒鹿５３ 太宰 啓介木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７４－ ２ 〃 アタマ ７８．１�
７１３ コロンバスサークル 牝４黒鹿５４ 田中 勝春吉田 照哉氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４４４－ ８ 〃 クビ ５．０�
３５ ウエスタンビーナス 牝７黒鹿５５ 長谷川浩大西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 ４６６＋ ４１：４９．９１� １１８．５�
５１０ ムードインディゴ 牝５栗 ５５ 上村 洋行金子真人ホール

ディングス
 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２＋ ２１：５０．４３ １６．９�

１２ ショウナンラノビア 牝７栗 ５４ 丸山 元気国本 哲秀氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ５０２－ ４１：５０．５� ２２．６�
４７ ダノンベルベール 牝４栗 ５４ 三浦 皇成
ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４６４＋２０１：５０．７１ ２３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６６，１９９，１００円 複勝： １０８，２３５，９００円 枠連： ７１，８９５，７００円

普通馬連： ３８８，５８７，１００円 馬単： １８５，８４７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １１３，２１０，５００円

３連複： ５６６，３７７，７００円 ３連単： ９１４，４２４，２００円 計： ２，４１４，７７８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ２８０円 � ２４０円 � ２１０円 枠 連（４－８） １，８９０円

普通馬連 �� ３，７１０円 馬 単 �� ７，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３６０円 �� １，１１０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ６，５４０円 ３ 連 単 ��� ４５，３４０円

票 数

単勝票数 計 ６６１９９１ 的中 � ５６３６８（５番人気）
複勝票数 計１０８２３５９ 的中 � ９６０７５（６番人気）� １２２５０５（４番人気）� １４８２７０（２番人気）
枠連票数 計 ７１８９５７ 的中 （４－８） ２８１３８（９番人気）
普通馬連票数 計３８８５８７１ 的中 �� ７７３２３（１５番人気）
馬単票数 計１８５８４７９ 的中 �� １８００１（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１３２１０５ 的中 �� ２０２４３（１５番人気）�� ２４９９３（１２番人気）�� ３５９０３（５番人気）
３連複票数 計５６６３７７７ 的中 ��� ６３９５６（１６番人気）
３連単票数 計９１４４２４２ 的中 ��� １４８８７（１１４番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．９―１２．７―１２．３―１１．９―１２．２―１１．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．４―３５．３―４８．０―１：００．３―１：１２．２―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４F４８．６―３F３６．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

レ ジ ネ ッ タ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．９．９ 札幌１０着

２００５．５．１１生 牝５鹿 母 アスペンリーフ 母母 マクダヴィア ２４戦４勝 賞金 ２６８，２０４，０００円
〔発走状況〕 レジネッタ号・キシュウグラシア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 レジネッタ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 フレンチノワール号・マルティンスターク号



１００６０ ４月２４日 晴 稍重 （２２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 １０，２００，０００円 ４，１００，０００円 ２，６００，０００円 １，５００，０００円 １，０２０，０００円
付 加 賞 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

７１２� ハートランドノリカ 牝５黒鹿５５ 福永 祐一豊田 稔氏 須貝 彦三 浦河 小椋 智 ４６２－ ６１：１０．１ １１．３�

６１１ マイネルプルート 牡６黒鹿５７ 川島 信二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 目野 哲也 門別 庄野牧場 ４６０－ ４１：１０．３１� ５．３�

７１３� ヴィトンクイーン 牝４鹿 ５５ 丹内 祐次�三嶋牧場 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４９０－ ２１：１０．４	 ８５．５�
６１０
 エイシンダヴィンチ 牡４青鹿５６ 石橋 脩平井 豊光氏 野中 賢二 新 R R McA-

nulty B４７０＋ ２１：１０．５クビ ３．３�
５９ ニューホープ 牡５黒鹿５７ 荻野 琢真吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 ４５０－１０１：１０．６	 ２１．６�
８１５ ラッシュモア �６鹿 ５７ 古川 吉洋飯田 正剛氏 笹田 和秀 静内 千代田牧場 ４６４－１０１：１０．９２ ８５．３	
３５ センザイイチグウ 牡６栗 ５７ 大野 拓弥平岡 茂樹氏 谷原 義明 鵡川 平岡牧場 ４６６－ ６１：１１．１	 ５４．６

４６ � ヴ ォ ー グ �４芦 ５７ 丸山 元気小林 久義氏 二本柳俊一 浦河 市川フアーム B４７４± ０１：１１．２� ３９．９�
２２ メイショウヨリトモ 牡５黒鹿５７ 田中 勝春松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ４７４－１０１：１１．５２ １３．０�
５８ ミッシングナンバー 牡４栗 ５７ 中舘 英二石瀬 浩三氏 領家 政蔵 日高 高山牧場 ４６８＋１０１：１１．７１� １５．０
２３ 
 マイネルコルベット 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Ballymacoll
Stud Farm Ltd B４９４－１０１：１２．１２� ４．５�

１１ � メイプルスペシャル 牡６黒鹿５７ 西田雄一郎川上 悦夫氏 高市 圭二 新冠 川上牧場 ５０２－ ６１：１２．４１	 ２９１．４�
８１４� トウショウビリーヴ 牡４栗 ５７ 武士沢友治トウショウ産業� 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５５８＋１３１：１２．７２ １４２．６�
３４ スペシャルブレイド 牡５鹿 ５７ 上村 洋行�ターフ・スポート斎藤 誠 浦河 酒井牧場 ４５０－１４１：１２．８	 ８．５�
４７ メイショウユリシス 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４５４＋ ２１：１３．０	 １４．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，３０１，０００円 複勝： ３２，８９３，０００円 枠連： １９，８７９，１００円

普通馬連： ６０，７６５，４００円 馬単： ４２，３３９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３４３，８００円

３連複： ９７，５２６，７００円 ３連単： １６６，３５１，８００円 計： ４６４，４００，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１３０円 複 勝 � ３４０円 � １９０円 � １，１６０円 枠 連（６－７） １，１５０円

普通馬連 �� ２，６３０円 馬 単 �� ６，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ６，６４０円 �� ４，５９０円

３ 連 複 ��� ４５，２２０円 ３ 連 単 ��� ２２９，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２０３０１０ 的中 � １４１８８（５番人気）
複勝票数 計 ３２８９３０ 的中 � ２４６０８（５番人気）� ５８９１１（２番人気）� ５９５０（１１番人気）
枠連票数 計 １９８７９１ 的中 （６－７） １２７７１（５番人気）
普通馬連票数 計 ６０７６５４ 的中 �� １７０７３（９番人気）
馬単票数 計 ４２３３９６ 的中 �� ４５２９（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３４３８ 的中 �� １０５４４（４番人気）�� ８６５（５８番人気）�� １２５９（４４番人気）
３連複票数 計 ９７５２６７ 的中 ��� １５９２（１２６番人気）
３連単票数 計１６６３５１８ 的中 ��� ５３５（６５２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．２―１１．９―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．４―４６．３―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハートランドノリカ �
�
父 マリエンバード �

�
母父 スターオブコジーン

２００５．５．３生 牝５黒鹿 母 シンコーキミー 母母 ミステイブーン １６戦１勝 賞金 １５，４２９，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔制裁〕 マイネルプルート号の騎手川島信二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１０番・１３番への進路影

響）
※出走取消馬 カフェアラジン号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）
※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 ヨシノアツヒメ号
（非抽選馬） ２頭 ピサノヴァロン号・ビスカヤ号



（２２福島１）第５日 ４月２４日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １８０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

２１２，２１０，０００円
１０，５１０，０００円
２，０６０，０００円
２１，２７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，５４６，０００円
４，９５２，０００円
１，７８２，０００円

勝馬投票券売得金
２１２，１５７，６００円
３４９，９５９，２００円
１８５，４３９，１００円
７２７，４９６，２００円
４５８，７３０，２００円
２６１，６７７，１００円
１，０６９，０５６，５００円
１，７４３，６２８，８００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 ５，００８，１４４，７００円

総入場人員 １１，２６３名 （有料入場人員 ９，４９５名）




