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１００１３ ４月８日 曇 良 （２４福島１）第２日 第１競走 ��
��１，０００�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

５８．０
５７．１

重

稍重

７９ クレバーアポロ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹田� 正明氏 小西 一男 むかわ 上水牧場 ４７０± ０１：００．５ ３．２�

８１２ 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 ４７０＋１０１：０１．２４ ４．６�
４４ サンマルリバティ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ５１４－ ４１：０１．４１� １４．４�
３３ バブルジェット 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一魚住 啓市氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム ５４０＋１０ 〃 クビ ７．６�
１１ ドントブリンク 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 茨城 株式会社
セルダム ４９４＋ ６１：０１．５� ４．０�

６８ プルーフポジティブ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲森 一馬山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 ４７６＋ ２ 〃 クビ ３２．７�

６７ ドラゴンアイリス 牝３芦 ５４
５１ ▲西村 太一窪田 康志氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４２２－１０１：０１．７１� １８．７	

５６ ゲンパチラヴダンス 牝３鹿 ５４ 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 尚大 ４９０＋ ４１：０２．３３� ２９．４

５５ ホクテンリンダ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥小川 幸助氏 古賀 史生 浦河 マミーファーム ４８４ ―１：０２．４クビ ４３．０�
７１０ ゴットゴーゴー 牡３栗 ５６ 古川 吉洋後藤 進氏 木原 一良 浦河 江渡 繁治 ５２０＋ ２１：０２．８２� １０．３�
８１１ ダンツスウィフト 牝３栗 ５４ 上村 洋行山元 哲二氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５００＋ ４１：０５．０大差 ３６．７
２２ ムーンリットスカイ 牝３鹿 ５４ 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４１４－ ６１：０５．２� １５２．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，１３１，６００円 複勝： １８，３１１，５００円 枠連： ７，７０４，８００円

馬連： ２５，５６６，１００円 馬単： ２０，１５５，７００円 ワイド： １１，９０６，７００円

３連複： ３６，８４８，７００円 ３連単： ６０，９１１，８００円 計： １９１，５３６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ３４０円 枠 連（７－８） ３７０円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ９６０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ２，９９０円 ３ 連 単 ��� １２，７２０円

票 数

単勝票数 計 １０１３１６ 的中 � ２５３９１（１番人気）
複勝票数 計 １８３１１５ 的中 � ４７１２６（１番人気）� ３０９０４（３番人気）� １０１２４（６番人気）
枠連票数 計 ７７０４８ 的中 （７－８） １５５５２（１番人気）
馬連票数 計 ２５５６６１ 的中 �� ２９５４１（１番人気）
馬単票数 計 ２０１５５７ 的中 �� １１９９４（１番人気）
ワイド票数 計 １１９０６７ 的中 �� １２７３３（１番人気）�� ２７９６（１２番人気）�� ３６４２（９番人気）
３連複票数 計 ３６８４８７ 的中 ��� ９０９７（８番人気）
３連単票数 計 ６０９１１８ 的中 ��� ３５３６（３３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．８―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．３―３５．１―４７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３７．２
３ １，１２－（３，８，９）－２，７，６，５（４，１１）－１０ ４ １，１２，９，３－８－（２，７）（４，６）－５，１１，１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クレバーアポロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１０．９ 東京４着

２００９．３．５生 牡３栗 母 フランダース 母母 グレートクリスティーヌ ８戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔制裁〕 バブルジェット号の騎手柴山雄一は，決勝線手前での御法について過怠金３０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツスウィフト号・ムーンリットスカイ号は，平成２４年５月８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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 ガウディシチー号・ハクユウリリー号・メイショウストック号・ラーゼンマイスター号

１００１４ ４月８日 曇 良 （２４福島１）第２日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５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

３５ テイエムタイホー 牡３栗 ５６ 松田 大作竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 ４６６＋ ４１：０９．４ １８．９�

８１６ アラカメジョウ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４３６＋ ８１：０９．５� ７．６�
７１４ 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 ４６６－１０１：０９．７１� １２．０�
１２ ド ウ デ ス 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 ５０８－ ６ 〃 クビ ４．６�
２３ ヨシールプリンセス 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４４６± ０１：０９．８� ３．３�
５９ プレジデントハート 牡３黒鹿５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 田島 俊明 日高 小西ファーム ４４６＋ ４１：１０．０１� ６６．４�
３６ レヴァンタール �３鹿 ５６ 鈴来 直人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 ４３４－ ４１：１０．２１ １７６．５	
４８ ローレルイニシオ 牡３鹿 ５６ 川島 信二 
ローレルレーシング 加用 正 新冠 �渡 信義 ４６６± ０１：１０．３� ２１．４�
６１２ プレシャスペスカ 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 福岡 光夫 ４４８－ ２１：１０．５１� ５．４
５１０ ヤマタケデヒア 牝３黒鹿５４ 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 王蔵牧場 ４０８－ ６ 〃 ハナ １８４．７�
１１ クライフォザムーン 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹ディアレスト 田村 康仁 浦河 上山牧場 ４６０＋１０１：１０．６� ８４．３�
８１５ プローディギウム 牝３黒鹿５４ 田中 博康 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４５６－１０ 〃 クビ ６６．５�
７１３ エリモヴィエント 牡３栗 ５６ 太宰 啓介山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ４７８－ ４１：１０．７� ６．８�
４７ タニオブフジ 牝３青鹿５４ 柴山 雄一谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４４４＋ ４ 〃 クビ ５０．６�
２４ グランキュヴェ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４２８ ―１：１１．０１� １４９．３�
６１１ ナンヨーマケナイワ 牝３栗 ５４ 古川 吉洋中村 �也氏 菊沢 隆徳 新冠 山岡ファーム ４４４－１４１：１１．１� １１４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，０７６，８００円 複勝： １５，９９５，２００円 枠連： ８，２４７，１００円

馬連： ２２，８３７，３００円 馬単： １７，１６３，９００円 ワイド： １０，７６５，１００円

３連複： ３２，９８６，２００円 ３連単： ５０，１５４，４００円 計： １６８，２２６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８９０円 複 勝 � ４３０円 � ２９０円 � ２７０円 枠 連（３－８） ６，１５０円

馬 連 �� ７，２４０円 馬 単 �� １５，３４０円

ワ イ ド �� １，９８０円 �� ２，４００円 �� １，４４０円

３ 連 複 ��� ２１，３２０円 ３ 連 単 ��� １６２，３５０円

票 数

単勝票数 計 １００７６８ 的中 � ４２２３（７番人気）
複勝票数 計 １５９９５２ 的中 � ９００７（７番人気）� １５０８９（６番人気）� １６８３０（５番人気）
枠連票数 計 ８２４７１ 的中 （３－８） ９９１（２１番人気）
馬連票数 計 ２２８３７３ 的中 �� ２３３０（２５番人気）
馬単票数 計 １７１６３９ 的中 �� ８２６（５１番人気）
ワイド票数 計 １０７６５１ 的中 �� １３３６（２６番人気）�� １０９４（２７番人気）�� １８６２（２２番人気）
３連複票数 計 ３２９８６２ 的中 ��� １１４２（６４番人気）
３連単票数 計 ５０１５４４ 的中 ��� ２２８（４３０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１０．９―１１．８―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．５―４５．３―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムタイホー �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 Lord At War デビュー ２０１１．７．２ 京都４着

２００９．４．２９生 牡３栗 母 マンダリンママ 母母 Stani River ８戦１勝 賞金 ７，８５０，０００円
〔騎手変更〕 アラカメジョウ号の騎手佐藤哲三は，病気のため大野拓弥に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 サンマルヴァーゴ号・マイネルドラガン号
（非抽選馬） ４頭 エステージャ号・エトランゼシチー号・ビッグフット号・ブレイムレスリー号

第１回 福島競馬 第２日



１００１５ ４月８日 曇 良 （２４福島１）第２日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

４７ ビューティサン 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介長谷川光司氏 野村 彰彦 新ひだか 鳥井牧場 ４６０± ０１：４９．５ １０．４�

２２ トップバゴスター 牝３栗 ５４ 松田 大作�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４５４－ ２１：４９．６� ８．０�
４６ サイレントクロップ 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５００－ ４１：４９．７� １．８�
６１１ イニシエノウタ 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優星野 祐介氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 ４４２± ０１：４９．８クビ ２４．１�
７１３ ウエスタンルーチェ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム ４２８－ ２ 〃 アタマ ８５．２�
２３ エンゼルアーチスト 牝３栗 ５４ 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４７６－ ４１：５０．０１� １４．５	
３４ サクラセレサ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太�さくらコマース藤岡 健一 新ひだか 谷岡牧場 ４３６ ―１：５０．１� １８．６

５８ トウケイオリオン 牝３栗 ５４

５１ ▲花田 大昂木村 信彦氏 飯田 明弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４４０－１０１：５１．０５ ６６．８�

３５ エアドゥルガー 牝３栗 ５４ 大野 拓弥 �ラッキーフィールド千田 輝彦 様似 猿倉牧場 ４７６ ―１：５１．２１� ８２．９�
５９ グレイグース 牝３芦 ５４ 木幡 初広金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 ５１０± ０１：５１．５１� ４．２
６１０ フルールドセリジェ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢野 英一 浦河 宮内牧場 ４５０－ ４ 〃 ハナ ７２．３�
８１４ タガノアイチャン 牝３鹿 ５４ 川島 信二八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 岡牧場 ４５０ ―１：５１．８１� ７２．６�
７１２ ルチルマニッシュ 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一北所 直人氏 矢野 英一 新ひだか 見上牧場 ４６２－ ２１：５１．９� １４１．９�
８１５ ロングカリス 牝３青鹿 ５４

５１ ▲森 一馬中井 敏雄氏 佐山 優 日高 天羽牧場 ４７０± ０１：５２．０� ２３０．２�
１１ ハ バ ネ ラ 牝３栗 ５４ 上村 洋行�下河辺牧場 高野 友和 日高 下河辺牧場 ４４０ ―１：５７．５大差 １４３．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，９９６，６００円 複勝： ２５，０２８，９００円 枠連： ９，０８２，７００円

馬連： ２４，２０９，７００円 馬単： １９，６３３，６００円 ワイド： １３，３９９，１００円

３連複： ３４，２５２，５００円 ３連単： ６７，９６６，１００円 計： ２０６，５６９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � １８０円 � １８０円 � １１０円 枠 連（２－４） ３８０円

馬 連 �� ３，１５０円 馬 単 �� ５，０９０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ３５０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，３００円 ３ 連 単 ��� １３，４６０円

票 数

単勝票数 計 １２９９６６ 的中 � ９８７４（４番人気）
複勝票数 計 ２５０２８９ 的中 � ２６００５（４番人気）� ２７３７０（３番人気）� １０４５６１（１番人気）
枠連票数 計 ９０８２７ 的中 （２－４） １７７６４（２番人気）
馬連票数 計 ２４２０９７ 的中 �� ５６７９（１０番人気）
馬単票数 計 １９６３３６ 的中 �� ２８４８（１６番人気）
ワイド票数 計 １３３９９１ 的中 �� ４８０５（９番人気）�� ９６０９（３番人気）�� １３６９８（２番人気）
３連複票数 計 ３４２５２５ 的中 ��� １９５４６（３番人気）
３連単票数 計 ６７９６６１ 的中 ��� ３７２８（４２番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．４―１１．８―１２．７―１３．３―１３．１―１３．３―１３．４―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．６―３０．４―４３．１―５６．４―１：０９．５―１：２２．８―１：３６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F４０．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

ビューティサン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．３．１７ 阪神３着

２００９．２．１１生 牝３黒鹿 母 セレブレイトコール 母母 ハイランドトーク ２戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔制裁〕 トップバゴスター号の騎手松田大作は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハバネラ号は，平成２４年５月８日まで平地競走に出走できない。

１００１６ ４月８日 曇 良 （２４福島１）第２日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

３６ トミケンオウドウ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 今井 秀樹 ４７０－ ２２：０２．０ ５．４�

３５ ジ ル ニ ト ラ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一村木 隆氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８２－ ８ 〃 クビ ３．５�
１１ セプタードアイル 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム ４６８－ ２ 〃 アタマ ５．１�
２３ コ ロ ン ブ �３青 ５６

５３ ▲西村 太一吉田 和美氏 金成 貴史 洞爺湖 メジロ牧場 ４７６ ―２：０２．１� ６４．９�
７１４ マイネエミリー 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム ３９４± ０２：０２．２� ４４．１�
５１０ レッドヴォーグ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５０２ ―２：０２．３クビ １５．３	
８１６ スミデロキャニオン 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗吉田 和美氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム ４５２ ― 〃 アタマ ９．５

６１２ トウカイクオーレ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 ４５０－ ４２：０２．４クビ ８．１�
５９ ローズフラッシュ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 ４７０＋ ２２：０２．５� １６７．３�
７１３ アローサンベリーナ 牝３青 ５４

５１ ▲横山 和生矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ３８６± ０２：０２．８２ ７０．５
４８ リバーオリエンタル 牡３鹿 ５６ 黛 弘人吉田 和美氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ １０．１�
６１１ インパクトシチー 牡３鹿 ５６ 上村 洋行 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 日高 幾千世牧場 ４２２± ０２：０３．０１� ８．５�
１２ チャンピオンローズ 牝３栗 ５４ 村田 一誠坪野谷和平氏 木村 哲也 浦河 アイオイファーム ４４４ ―２：０３．２１ ２２２．６�

（ラビットジジャク）

４７ チェンジアップ 牡３鹿 ５６
５３ ▲平野 優嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 ４９４－ ６２：０３．５２ ２２２．６�

２４ トップアトラス 牡３黒鹿５６ 松田 大作�宮内牧場 岩元 市三 日高 日西牧場 ４５０－１４２：０４．７７ １１５．６�
８１５ アンジェリカシード 牝３栗 ５４ 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 新ひだか 藤原牧場 ４４６－ ２２：０５．９７ ２３３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，２２１，１００円 複勝： ２２，８１０，８００円 枠連： １０，２０９，１００円

馬連： ２７，５０１，７００円 馬単： １９，２６９，５００円 ワイド： １３，４８８，８００円

３連複： ３８，１５４，０００円 ３連単： ５８，０６６，１００円 計： ２０４，７２１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １８０円 � １６０円 � １９０円 枠 連（３－３） １，２００円

馬 連 �� １，０６０円 馬 単 �� ２，４００円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ７１０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ２，３００円 ３ 連 単 ��� １３，９４０円

票 数

単勝票数 計 １５２２１１ 的中 � ２２３０４（３番人気）
複勝票数 計 ２２８１０８ 的中 � ３２３１３（３番人気）� ４２９７４（１番人気）� ３００７０（４番人気）
枠連票数 計 １０２０９１ 的中 （３－３） ６３０２（５番人気）
馬連票数 計 ２７５０１７ 的中 �� １９３２７（１番人気）
馬単票数 計 １９２６９５ 的中 �� ５９２６（３番人気）
ワイド票数 計 １３４８８８ 的中 �� １０７７６（１番人気）�� ４３３２（８番人気）�� ８１２３（３番人気）
３連複票数 計 ３８１５４０ 的中 ��� １２２５５（２番人気）
３連単票数 計 ５８０６６１ 的中 ��� ３０７５（２１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．７―１２．９―１３．１―１２．９―１２．３―１２．１―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．７―３５．４―４８．３―１：０１．４―１：１４．３―１：２６．６―１：３８．７―１：５０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

トミケンオウドウ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 マークオブディスティンクション デビュー ２０１１．７．３１ 函館８着

２００９．４．１１生 牡３鹿 母 ラックチケット 母母 サンデースマイル ６戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔制裁〕 アローサンベリーナ号の騎手横山和生は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１１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 ピエモンテ号



１００１７ ４月８日 曇 良 （２４福島１）第２日 第５競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０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

３４ トウショウギフト 牡３鹿 ５６ 川島 信二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９０－１０１：４８．１ １１．１�

５９ キネオスパーク 牡３鹿 ５６ 黛 弘人ジャパンフードビジネス� 高木 登 日高 新井 昭二 ４９２－ ２１：４８．７３� ３２．９�
１１ マイネルレーサー 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B４６６－ ６１：４９．０１� ２．４�
７１２ アポロヴァリアント 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 平野牧場 B４９２－ ６１：４９．１� ２０．５�
６１１ タイセイローマン 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 ４８０± ０１：４９．５２� ２１．２�
２３ スカイアート 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一�大樹ファーム 伊藤 圭三 大樹 大樹ファーム B４５４± ０ 〃 クビ ２０２．２	
８１４ ダイメイサンジ 牡３鹿 ５６ 小島 太一宮本 孝一氏 中野 栄治 平取 北島牧場 ４６２＋ ２１：４９．９２� ２７４．８

４６ ヤマニンエクセラン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 ４９２－ ４１：５０．０� ３．７�
４７ カリエンニキテス �３鹿 ５６

５３ ▲平野 優嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 ４７４－ ８１：５０．３２ １９．７�
５８ バトルクローザップ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 川端牧場 B４３４－ ２１：５０．５１� １２０．７
２２ サラガドゥーラ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広 �キャロットファーム 牧 光二 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０－ ４ 〃 ハナ １７．８�
６１０ ホッコーキンツル 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 土田 扶美子 ４３６＋ ４１：５０．６クビ ３４．８�
３５ キングスバーン 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太林 正道氏 的場 均 浦河 酒井牧場 ４８８－ ２１：５０．８１ ５．４�
７１３ ク ロ ク モ �３青鹿５６ 大野 拓弥石田 宏氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ４４８－ ４１：５１．２２� １１１．６�

（１４頭）
８１５ パルジョーイ 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １５，８３２，１００円 複勝： ２１，３０８，３００円 枠連： ８，８７３，１００円

馬連： ２５，６９９，２００円 馬単： １９，５２１，８００円 ワイド： １２，６４１，５００円

３連複： ３６，８４５，７００円 ３連単： ６７，８２２，８００円 計： ２０８，５４４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１１０円 複 勝 � ２６０円 � ５７０円 � １６０円 枠 連（３－５） ３，９００円

馬 連 �� ２０，２００円 馬 単 �� ４０，４７０円

ワ イ ド �� ３，８９０円 �� ５００円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� １６，５８０円 ３ 連 単 ��� １７８，７７０円

票 数

単勝票数 差引計 １５８３２１（返還計 ９９） 的中 � １１２６０（４番人気）
複勝票数 差引計 ２１３０８３（返還計 ５６５） 的中 � ２０９４３（４番人気）� ７７０３（１０番人気）� ４５０４８（１番人気）
枠連票数 差引計 ８８７３１（返還計 １５） 的中 （３－５） １６８０（１６番人気）
馬連票数 差引計 ２５６９９２（返還計 ４０３） 的中 �� ９３９（４０番人気）
馬単票数 差引計 １９５２１８（返還計 ３９９） 的中 �� ３５６（７８番人気）
ワイド票数 差引計 １２６４１５（返還計 ３０４） 的中 �� ７５５（３５番人気）�� ６８４８（４番人気）�� １９１７（２０番人気）
３連複票数 差引計 ３６８４５７（返還計 ７１２） 的中 ��� １６４１（５０番人気）
３連単票数 差引計 ６７８２２８（返還計 ２２０２） 的中 ��� ２８０（３９８番人気）

ハロンタイム ７．２―１０．８―１２．２―１３．４―１３．３―１２．９―１３．０―１３．１―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．０―３０．２―４３．６―５６．９―１：０９．８―１：２２．８―１：３５．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウショウギフト �
�
父 カリズマティック �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１１．１０．９ 東京３着

２００９．３．１０生 牡３鹿 母 ウイッチトウショウ 母母 サマンサトウショウ ６戦１勝 賞金 ８，６００，０００円
〔出走取消〕 パルジョーイ号は，疾病〔左後肢挫創〕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。
（非抽選馬） １頭 レッドロブレス号

１００１８ ４月８日 晴 良 （２４福島１）第２日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時３０分 （芝・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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１２ ウィルパワー 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ６１：０９．９ ２．４�

８１６ ホットサマーデイ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 ４７０－ ２ 〃 クビ ４．５�
５１０� クロンドローリエ 牝５青鹿 ５５

５２ ▲西村 太一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 ４２０＋ ２１：１０．０� ６．６�

７１４ カルトマリーヌ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４０± ０１：１０．２１� １３．８�

５９ � ブラックオーキッド 牝４青鹿５５ 宮崎 北斗山上 和良氏 堀井 雅広 浦河 カナイシスタッド ４３８－２０１：１０．３� ６３．２�
２３ � ボーシュヴァル 牝５青鹿５５ 大野 拓弥道永 幸治氏 中川 公成 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：１０．４� ７３．０	
３５ � カナサンドー 牝４芦 ５５

５２ ▲平野 優吉田 好雄氏 蛯名 利弘 浦河 林 孝輝 ３８６－１８１：１０．５� １２８．２

７１３ シゲルヒラシャイン 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介森中 蕃氏 服部 利之 浦河 安藤牧場 ４４２－ ２ 〃 クビ ３４．２�
６１１ アイムヒアー 牝４鹿 ５５ 川島 信二 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ４５８－ ６ 〃 ハナ ５．９�
４８ メンブランツァ 牝５鹿 ５５ 田中 博康 �グリーンファーム 矢野 照正 新ひだか 嶋田牧場 ４３２＋１０１：１０．７１� １１０．５
４７ � アイファーコラソン 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太中島 稔氏 鮫島 一歩 新ひだか 桑嶋 峰雄 ４４４－３１１：１０．８� ４５．７�
１１ ナイキトリック 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋小野 誠治氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－ ６ 〃 ハナ １４．９�
８１５� ク ッ カ 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４６４－１２１：１０．９� １０５．４�
３６ � サマービーチ 牝４栗 ５５

５２ ▲花田 大昂仁田脇 彰氏 谷 潔 宮崎 仁田脇 彰 ４６０－ ９１：１１．０� ４１．８�
２４ 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± ０１：１１．１� １２９．１�
６１２� タ ト ゥ ー ン 牝４鹿 ５５ 村田 一誠戸山 昌彦氏 南田美知雄 新ひだか 田中 裕之 ４５８－ ２ 〃 クビ １１７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，６４４，１００円 複勝： １７，５３９，５００円 枠連： ９，５５９，５００円

馬連： ２３，６０２，７００円 馬単： １９，１６４，５００円 ワイド： １２，６１２，２００円

３連複： ３３，０６０，２００円 ３連単： ６０，４３８，９００円 計： １８７，６２１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（１－８） ４００円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ２９０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 ��� ３，７８０円

票 数

単勝票数 計 １１６４４１ 的中 � ３９８７５（１番人気）
複勝票数 計 １７５３９５ 的中 � ４７８５８（１番人気）� ３０５０６（２番人気）� ２６３３６（３番人気）
枠連票数 計 ９５５９５ 的中 （１－８） １８０４２（１番人気）
馬連票数 計 ２３６０２７ 的中 �� ３０８４６（１番人気）
馬単票数 計 １９１６４５ 的中 �� １６４１６（１番人気）
ワイド票数 計 １２６１２２ 的中 �� １５４５０（１番人気）�� １０８９４（３番人気）�� ５６４９（５番人気）
３連複票数 計 ３３０６０２ 的中 ��� ２１６９３（２番人気）
３連単票数 計 ６０４３８９ 的中 ��� １１８０９（３番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．２―１１．７―１１．９―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．２―３４．９―４６．８―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．０
３ ・（１，１６）１３（２，６，１０，１１）（３，７，１４）（９，５，１５）－（４，８）－１２ ４ １（１６，１３）（２，１１）１０，１４（３，６）７（９，５，１５）（４，８）－１２

勝馬の
紹 介

ウィルパワー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Meadowlake デビュー ２００９．１１．１ 東京３着

２００７．４．２４生 牝５鹿 母 トキオリアリティー 母母 What a Reality １１戦３勝 賞金 ３６，９６６，０００円
〔制裁〕 サマービーチ号の騎手花田大昂は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（７番・１０番・１１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 スナン号



１００１９ ４月８日 晴 良 （２４福島１）第２日 第７競走 ��１，１５０�サラブレッド系４歳以上
発走１３時００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

１：０６．９
１：０６．９

良

良

８１５ フィンデルムンド 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B４６０－ ４１：０９．５ ２．７�

６１１ フ レ イ ヤ 牝６鹿 ５５ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ５２２－ ４１：０９．６� ４．５�
２４ アップターン 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４９２＋ ２ 〃 ハナ ８４．２�
７１４ プリサイストップ 牡５鹿 ５７ 宮崎 北斗冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム ４９０－ ６１：０９．７クビ ５．９�
５９ � エルウェーオージャ 牡４青 ５７ 太宰 啓介雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 ４７０－１０１：１０．１２� １４．８�
３５ フュージョン 牝４芦 ５５ 大野 拓弥吉田 和子氏 牧 光二 新ひだか 三木田 頼嗣 ４６８＋ ８１：１０．３１� １３．２�
４７ スズカジェネラル 牡５栗 ５７ 川島 信二永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４７８－１０１：１０．７２� １３３．７	
４８ イグナイトカフェ 牝６鹿 ５５

５２ ▲横山 和生西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ５０２＋１４ 〃 アタマ ２７．２

１１ アスターウィング 牡４鹿 ５７ 上村 洋行加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４４６－ ４１：１０．８クビ １７７．０�
３６ カナエチャン 牝４青鹿 ５５

５２ ▲長岡 禎仁長井 純一氏 田所 秀孝 浦河 上山牧場 ４３８－ ２１：１０．９� ３１．４�
２３ ブラウニーサンクス 牝４鹿 ５５ 嘉藤 貴行安倍 光昭氏 高橋 文雅 浦河 中脇 満 ４１２－ ２１：１１．０� ５３．８
６１２� セトノジャーニー 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 ５０８－ ６１：１１．３１� ４２．８�
８１６ プリティマリ 牝６鹿 ５５

５２ ▲西村 太一冨沢 敦子氏 牧浦 充徳 浦河 浦河小林牧場 ４７６＋ ８１：１１．４� ２６５．５�
１２ ワンダーエレメント 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 ４６８＋ ６１：１１．９３ １０．７�
５１０ グランドシャープ 牝４鹿 ５５

５２ ▲平野 優�グランド牧場 伊藤 圭三 日高 川島 良一 ４１４± ０１：１２．０� １１．３�
７１３ キングスウィープ 牡６青鹿５７ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 ４６６－ ６１：１２．５３ ３０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，０１４，４００円 複勝： １９，６５０，２００円 枠連： ９，７４１，７００円

馬連： ２７，０９０，４００円 馬単： ２０，１５５，０００円 ワイド： １４，１８５，５００円

３連複： ３９，９６１，４００円 ３連単： ６７，６７０，０００円 計： ２１２，４６８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � １，０１０円 枠 連（６－８） ５９０円

馬 連 �� ７１０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ２，０３０円 �� ３，６１０円

３ 連 複 ��� １６，５２０円 ３ 連 単 ��� ５２，６８０円

票 数

単勝票数 計 １４０１４４ 的中 � ４１５５７（１番人気）
複勝票数 計 １９６５０２ 的中 � ４０８３９（１番人気）� ４０１０３（２番人気）� ３３２９（１２番人気）
枠連票数 計 ９７４１７ 的中 （６－８） １２３３６（１番人気）
馬連票数 計 ２７０９０４ 的中 �� ２８４４９（１番人気）
馬単票数 計 ２０１５５０ 的中 �� １２６７０（１番人気）
ワイド票数 計 １４１８５５ 的中 �� １３４００（１番人気）�� １５８７（２７番人気）�� ８７８（４３番人気）
３連複票数 計 ３９９６１４ 的中 ��� １７８６（５５番人気）
３連単票数 計 ６７６７００ 的中 ��� ９４８（１３９番人気）

ハロンタイム ９．５―１０．８―１１．２―１２．６―１２．７―１２．７

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．３―３１．５―４４．１―５６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３８．０
３ ・（６，１０，１３）１４－（５，８）１６，１５，２（１１，７）（１，１２）３，４－９ ４ ・（６，１０，１４）１３，５（８，１５）１６（２，１１）（１，７）（３，４）１２，９

勝馬の
紹 介

フィンデルムンド �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１１．１．１５ 中山１着

２００８．４．２０生 牡４鹿 母 ウシュアイア 母母 ノーザンマイア １３戦２勝 賞金 ２２，２８０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３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 ブルーデライト号

１００２０ ４月８日 晴 良 （２４福島１）第２日 第８競走 ��
��２，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０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

２：３７．４
２：３７．４

良

良

３３ クリーンメタボ 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝石橋 和夫氏 清水 英克 新ひだか グランド牧場 ４６６－ ６２：４０．９ ４．１�

１１ ロードランパート 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４７０－ ２２：４１．１１� ３．８�
３４ ウインシュールマン 牡６青 ５７ 勝浦 正樹�ウイン 森 秀行 新冠 村上 欽哉 ４２８－１０ 〃 ハナ １６．４�
４５ オールターゲット 牡６栗 ５７ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 松元 茂樹 平取 追分ファーム ４６０－１０２：４１．３１� ４．９�
６１０ アテンボーイ 牡５栗 ５７ 西田雄一郎玉置 潔氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 ４８４± ０２：４１．４� １０９．３�
４６ ジョンブルクリス 牡４栗 ５７ 木幡 初広�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４７４－ ８２：４１．６１� １９．１	
２２ カシマパフューム 牝６栗 ５５ 鈴来 直人松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ４３０－ ２ 〃 クビ ４５．１

８１３ マージービート 牡５栗 ５７

５４ ▲西村 太一 �キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ４９０－ ４２：４１．８１ ２０．９�
６９ ヴェラシティ 牡４栗 ５７ 村田 一誠臼田 浩義氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B４８２－ ６２：４１．９	 ２４．７�
５７ ダンシングムーン 
５鹿 ５７ 田中 博康岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド ４４６＋ ４２：４２．０クビ ９．１
８１４ メイショウスピード 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一松本 好�氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４４４± ０２：４２．２１� ６．９�
７１１ モ ー レ ツ 牡５栗 ５７ 上村 洋行小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B５２２± ０２：４２．６２� ３０．２�
５８ � マ ー ニ ー 牝５鹿 ５５

５２ ▲平野 優浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４００－ ２２：４２．７	 ６１．９�
７１２� ゲットアヘッド 牡５黒鹿５７ 太宰 啓介武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４６８－ ６２：４２．９１ ７９．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，４８２，４００円 複勝： １９，１２０，８００円 枠連： ９，００８，４００円

馬連： ２６，５８６，０００円 馬単： １９，４５６，８００円 ワイド： １２，２４２，９００円

３連複： ３７，６８４，１００円 ３連単： ６４，３０８，４００円 計： ２００，８８９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � ３８０円 枠 連（１－３） ６６０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ８５０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ２，４１０円 ３ 連 単 ��� １０，１３０円

票 数

単勝票数 計 １２４８２４ 的中 � ２４０６８（２番人気）
複勝票数 計 １９１２０８ 的中 � ３５７００（２番人気）� ３６１００（１番人気）� １００１６（６番人気）
枠連票数 計 ９００８４ 的中 （１－３） １０１８７（１番人気）
馬連票数 計 ２６５８６０ 的中 �� ２４７９３（１番人気）
馬単票数 計 １９４５６８ 的中 �� ９３５８（２番人気）
ワイド票数 計 １２２４２９ 的中 �� １０８９３（１番人気）�� ３３７０（９番人気）�� ２９８０（１０番人気）
３連複票数 計 ３７６８４１ 的中 ��� １１５４４（４番人気）
３連単票数 計 ６４３０８４ 的中 ��� ４６８９（１１番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．６―１２．６―１２．７―１３．１―１２．１―１３．３―１２．６―１１．８―１２．１―１２．１―１１．６―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―２４．８―３７．４―５０．１―１：０３．２―１：１５．３―１：２８．６―１：４１．２―１：５３．０―２：０５．１―２：１７．２―２：２８．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリーンメタボ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Cure the Blues デビュー ２０１０．８．１５ 札幌４着

２００８．４．１７生 牡４黒鹿 母 テレサザティーチャ 母母 Proud n’ Appeal １７戦２勝 賞金 ２１，９１１，０００円



１００２１ ４月８日 晴 良 （２４福島１）第２日 第９競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時０５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

３５ フリーアズアバード 牡４鹿 ５７
５４ ▲西村 太一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 B４７０－ ６１：０８．８ ８．０�

２４ サニーヘイロー 牝４栗 ５５ 藤岡 康太宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４６２－１４ 〃 クビ ７．０�

４８ 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 B５００＋ ８１：０９．０１� ２．３�
４７ マックスストレイン 牡５栗 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４６８＋ ４１：０９．１� ９．１�
６１１ 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 ４３８＋ ２ 〃 クビ ３４．７�
２３ カリスマテーラー 牝６栗 ５５ 西田雄一郎中西 浩一氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４７８＋ ２１：０９．２� ２６．９	
５９ ウインロザリー 牝４青 ５５ 宮崎 北斗�ウイン 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４２２－ ８１：０９．３� ２２．２

５１０ ホットラッシュ 牡４青 ５７ 後藤 浩輝草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 前川牧場 ４１２＋ ４ 〃 アタマ ２７．３�
８１５ ス ワ ッ ト 牡５栗 ５７ 古川 吉洋首藤 徳氏 武市 康男 日高 浜本 幸雄 ４５０－ ６１：０９．４� １５．８�
１２ トロピカルマドンナ 牝６鹿 ５５ 丸田 恭介小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４８２－ ６ 〃 ハナ １７．０
３６ 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 ４３６－ ４ 〃 アタマ １０．８�
８１６ ヒカリトリトン 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 ４８６－１２１：０９．７１� １０５．５�
７１４ タイセイクライマー �４黒鹿５７ 柴山 雄一田中 成奉氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５８－ ８１：０９．８� ２１．８�
６１２ 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 B４９０－ ４ 〃 クビ ６７．７�
７１３ カトルズタッチ 牝４鹿 ５５ 田中 博康山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４４８＋ ６１：１０．７５ ３２２．７�
１１ 	 ラグタイムバンド 牡５栗 ５７ 太宰 啓介田島榮二郎氏 嶋田 功 日高 オリオンファーム ４６６－ ７１：１１．４４ １５９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，３０２，５００円 複勝： ２９，３５４，２００円 枠連： １３，７６８，４００円

馬連： ４３，６８１，１００円 馬単： ３０，２６４，２００円 ワイド： １９，１８０，２００円

３連複： ６１，１３２，４００円 ３連単： １０１，８７０，７００円 計： ３１７，５５３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２３０円 � ２４０円 � １２０円 枠 連（２－３） ２，０３０円

馬 連 �� ２，９７０円 馬 単 �� ６，８１０円

ワ イ ド �� １，０７０円 �� ６８０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ３，３８０円 ３ 連 単 ��� ２６，２５０円

票 数

単勝票数 計 １８３０２５ 的中 � １８２２７（３番人気）
複勝票数 計 ２９３５４２ 的中 � ２６６３１（３番人気）� ２５０２９（４番人気）� ９４８４１（１番人気）
枠連票数 計 １３７６８４ 的中 （２－３） ５０１１（９番人気）
馬連票数 計 ４３６８１１ 的中 �� １０８７７（１０番人気）
馬単票数 計 ３０２６４２ 的中 �� ３２８４（２０番人気）
ワイド票数 計 １９１８０２ 的中 �� ４２３３（１０番人気）�� ７００８（６番人気）�� ９７１４（２番人気）
３連複票数 計 ６１１３２４ 的中 ��� １３３７７（４番人気）
３連単票数 計１０１８７０７ 的中 ��� ２８６５（５２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．１―１１．５―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．０―４５．５―５６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．８
３ １１，８（３，１４）（４，１５）（５，１０，１６）（７，１３）２（１，９，１２）－６ ４ ・（１１，８）３（４，１４，１５）（５，１０，１６）（２，７）（９，１３，１２）（１，６）

勝馬の
紹 介

フリーアズアバード �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１０．１２．５ 阪神８着

２００８．５．１４生 牡４鹿 母 イ ソ シ ギ 母母 テ ン ド ラ ー ９戦２勝 賞金 １２，８７０，０００円
〔騎手変更〕 ウインロザリー号の騎手佐藤哲三は，病気のため宮崎北斗に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 モノリス号
（非抽選馬） ４頭 グランサンク号・ナガレボシイチバン号・ノッティングガール号・マイネエレーナ号

１００２２ ４月８日 晴 良 （２４福島１）第２日 第１０競走 ��
��１，７００�

たきざくら

滝 桜 賞
発走１４時４０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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００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

５８ � ラヴァンドゥー 牝３青鹿５４ 松田 大作幅田 昌伸氏 藤原 英昭 米 Cloverleaf
Farms II, Inc. ４９２＋ ６１：４７．２ ９．８�

８１４� キングクリチャン 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 ４７２－ ４１：４７．７３ ４７．０�
６１０ シュガーヒル 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４６４－１０１：４７．８� ２．０�
２３ ナリタタイフーン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４９２－ ６１：４７．９	 ５６．４�
７１２ タマモクララ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 ４７０＋１０１：４８．０	 １０．７�
３４ スズカウラノス 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ ８．７�
３５ クレバーオーロラ 牝３芦 ５４ 丹内 祐次田	 正明氏 加藤 和宏 日高 日高大洋牧場 ４４６－１０１：４８．２１
 １６．５

６１１ メビュースラブ 牝３栗 ５４ 丸田 恭介備前島敏子氏 伊藤 大士 新ひだか 藤原牧場 ５０４＋ ２１：４８．３	 ２７．９�
４６ ハードロッカー 牡３黒鹿５６ 木幡 初広山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５２－ ６１：４８．５１ ８．９�
８１５ ガッテンキャンパス 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 ４４６＋ ２ 〃 クビ １４２．２
４７ イースターパレード 牡３栗 ５６ 上村 洋行�G１レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム B４９６－１４１：４８．８１� ２６．４�
５９ エーシンウルベリン 牡３鹿 ５６ 川島 信二�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９６－ ８１：４９．２２	 ２０５．６�
２２ � クリーンチャンス 牡３芦 ５６ 田中 博康石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム B４７０－ ４１：４９．８３	 ２５１．０�
７１３� ヴィットリオドーロ 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 米 Yoshiyuki Ito ４９６＋ ２１：５０．４３	 １８．６�
１１ アポロマーベリック 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 ５００－ ８１：５０．８２	 １２．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，８１０，７００円 複勝： ３４，０７４，０００円 枠連： １４，６１７，０００円

馬連： ５１，５２７，１００円 馬単： ３５，６６６，９００円 ワイド： ２０，７７８，７００円

３連複： ７１，６６８，０００円 ３連単： １２５，２８５，６００円 計： ３７５，４２８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ２３０円 � ７６０円 � １２０円 枠 連（５－８） １１，８６０円

馬 連 �� ２５，１９０円 馬 単 �� ３９，８９０円

ワ イ ド �� ６，３２０円 �� ３３０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� １２，４９０円 ３ 連 単 ��� １４９，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２１８１０７ 的中 � １７６８０（４番人気）
複勝票数 計 ３４０７４０ 的中 � ３３５０６（３番人気）� ７４７５（１１番人気）� １１５７８３（１番人気）
枠連票数 計 １４６１７０ 的中 （５－８） ９１０（２８番人気）
馬連票数 計 ５１５２７１ 的中 �� １５１０（５６番人気）
馬単票数 計 ３５６６６９ 的中 �� ６６０（９４番人気）
ワイド票数 計 ２０７７８７ 的中 �� ７３２（５８番人気）�� １８１６８（１番人気）�� ３１１５（１９番人気）
３連複票数 計 ７１６６８０ 的中 ��� ４２３５（４２番人気）
３連単票数 計１２５２８５６ 的中 ��� ６１９（３９８番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．１―１１．５―１２．２―１２．８―１３．２―１３．３―１２．７―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．３―２９．８―４２．０―５４．８―１：０８．０―１：２１．３―１：３４．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ラヴァンドゥー �
�
父 Rock Hard Ten �

�
母父 Personal Hope デビュー ２０１１．１０．２３ 京都２着

２００９．４．７生 牝３青鹿 母 Saramy 母母 Dual Crown ６戦２勝 賞金 ２２，６９９，０００円
〔騎手変更〕 ヴィットリオドーロ号の騎手佐藤哲三は，病気のため古川吉洋に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 オーシュペール号・ダブルスター号



１００２３ ４月８日 晴 良 （２４福島１）第２日 第１１競走 ��
��１，２００�

あ づ ま こ ふ じ

吾 妻 小 富 士 賞
発走１５時２０分 （芝・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．４．９以降２４．４．１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

福島市長賞（１着）
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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

６１２ ア フ ォ ー ド 牡４鹿 ５７ 村田 一誠前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０＋ ２１：０８．４ ４．４�

１１ イ ト ク ク リ 牝４鹿 ５２ 古川 吉洋池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 ４９８－ ８ 〃 アタマ ７．５�
３６ � ナイトアンジェロ 牡５青鹿５５ 大野 拓弥山口 義道氏 萩原 清 愛 Ring Pink

Partnership ５０４－ ４ 〃 クビ ７．９�
２３ � タニマサホーク 牡５鹿 ５４ 宮崎 北斗谷 研司氏 栗田 博憲 新ひだか 多田 正弘 ５１２＋ ４１：０８．５クビ １８．０�
３５ フローラルホール 牝４鹿 ５２ 黛 弘人小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４５６－１０１：０８．８１� ３０．０�
４８ ルアーズストリート 牝５鹿 ５５ 藤岡 康太下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４５８＋１６１：０９．０１	 ９．２�
５９ ダンシングロイヤル 牝４鹿 ５４ 丸田 恭介藤田 浩氏 大竹 正博 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 ４７２＋ ２１：０９．１
 １３．０�
４７ サンデージョウ 牝５青 ５３ 後藤 浩輝河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 対馬 正 ４９６－ ４ 〃 クビ ４．４	
１２ ドリームヒーロー 牡５青鹿５４ 川島 信二田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４２－１２１：０９．２クビ １９．４

７１４ キルシュバウム 牝５栗 ５２ 丹内 祐次ディアレスト 加藤 和宏 平取 びらとり牧場 ４２８± ０ 〃 クビ ３０．１�
８１５ グッドルッキング 牝６芦 ５５ 太宰 啓介長谷川光司氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ６１：０９．３
 １５．８�
５１０ ミスベルツリー 牝６栗 ５２ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ６ 〃 ハナ ６５．５
２４ アタッキングゾーン 牡４鹿 ５４ 田中 博康広尾レース� 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 ４９６－ ６１：０９．４� ３１．１�
７１３ エステーラブ 牝５青鹿５１ 横山 和生齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 B４４２＋ ４１：１０．１４ １７１．３�
６１１ ヤマニンラレーヌ 牝４鹿 ５２ 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５０＋ ４１：１０．７３
 ７７．６�
８１６ メイショウナルト 牡４鹿 ５５ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 ４５０－１０１：１１．０１� １７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，５５１，１００円 複勝： ４７，８３７，８００円 枠連： ３５，４１５，０００円

馬連： １４５，６５９，２００円 馬単： ７９，９５２，４００円 ワイド： ４５，２６２，５００円

３連複： １９５，７６６，１００円 ３連単： ３４６，２１４，３００円 計： ９２７，６５８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １８０円 � ２５０円 � ２６０円 枠 連（１－６） １，２８０円

馬 連 �� １，７８０円 馬 単 �� ３，６７０円

ワ イ ド �� ７４０円 �� ７１０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ５，５４０円 ３ 連 単 ��� ２８，４７０円

票 数

単勝票数 計 ３１５５１１ 的中 � ５６８５５（２番人気）
複勝票数 計 ４７８３７８ 的中 � ８２７６２（２番人気）� ４８６８２（３番人気）� ４４６９３（４番人気）
枠連票数 計 ３５４１５０ 的中 （１－６） ２０５００（５番人気）
馬連票数 計１４５６５９２ 的中 �� ６０４６３（３番人気）
馬単票数 計 ７９９５２４ 的中 �� １６０８２（６番人気）
ワイド票数 計 ４５２６２５ 的中 �� １５３７６（４番人気）�� １６０９２（３番人気）�� ８６８７（１２番人気）
３連複票数 計１９５７６６１ 的中 ��� ２６１０５（１１番人気）
３連単票数 計３４６２１４３ 的中 ��� ８９７５（４６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．０―１１．７―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．７―４５．４―５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３４．７
３ ６（９，１５）（３，１１，１６）（７，１２）１（５，１０，８）（２，４）１４，１３ ４ ６，９（３，１５）（７，１２）（１，８）（５，１１，１０）１６，１４（２，４）１３

勝馬の
紹 介

ア フ ォ ー ド �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ゼネラリスト デビュー ２０１０．１０．２３ 福島１着

２００８．３．２１生 牡４鹿 母 プリティメイズ 母母 ハートリープス １２戦３勝 賞金 ５３，０１２，０００円
〔騎手変更〕 アフォード号の騎手佐藤哲三は，病気のため村田一誠に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 サクラオハナ号・シチリアーナ号・リネンパズル号
（非抽選馬） ５頭 アイスカービング号・アルーリングムーン号・シンボリマルセイユ号・フラワーウィンド号・メイショウバレーヌ号

１００２４ ４月８日 晴 良 （２４福島１）第２日 第１２競走 ��
��１，８００�

い い も り や ま

飯 盛 山 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 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ４９０，０００円 １４０，０００円 ７０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

４８ トーセンペトリュス 牡６栗 ５７ 太宰 啓介島川 �哉氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ５０４－１０１：４７．７ ２７．４�

１２ リアリーラヴユー 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４６６＋１０１：４７．９１� ７．０�
８１５ アップルジャック 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ５１０± ０１：４８．０� １１．２�
７１３ ジュヴェビアン 牝５鹿 ５５ 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４７０－ ４ 〃 クビ ３４．９�
１１ レ ト 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４６０－ ８１：４８．１クビ ３．０�
３５ 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 ４６８－ ８１：４８．２	 １２．２

７１４ マイネルナタリス 牡５黒鹿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 コスモヴューファーム ４６２± ０１：４８．４１ １９．９�
４７ リルバイリル 
４鹿 ５７ 柴山 雄一小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 ４８０－ ４ 〃 ハナ ３．３�
２４ マイネイディール 牝４青鹿５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 ４９４＋ ４ 〃 ハナ １７．６
３６ ショウナンカライス 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介国本 哲秀氏 本間 忍 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２２＋ ６ 〃 クビ ２８．２�
２３ タガノプリンス 牡４鹿 ５７ 川島 信二八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６０－ ２１：４８．６１ ８３．７�
８１６� ダッシュソング 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋奈良�孝一郎氏 坪 憲章 浦河 高村牧場 ４６２＋ ６１：４８．７� ２０９．９�
５９ ゴールドカルラ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 ５０２＋１０１：４８．９１� ３７．２�
５１０ エクスビート 牡４鹿 ５７ 村田 一誠前原 敏行氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４５０＋ ８ 〃 クビ １６０．８�
６１１� ジパングダマシイ 牡５鹿 ５７ 上村 洋行西村 憲人氏 大根田裕之 日高 佐々木 直孝 ４７８－ ２ 〃 ハナ ２８．１�
６１２ マイネクイーン 牝４鹿 ５５ 田中 博康 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 富田牧場 ４４８－ ２１：４９．０� ６８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，３１９，８００円 複勝： ３８，９２６，２００円 枠連： ２３，７８５，８００円

馬連： ７１，９７７，２００円 馬単： ４７，００７，３００円 ワイド： ３１，３３３，８００円

３連複： １０２，１１３，４００円 ３連単： １９２，４１７，３００円 計： ５３４，８８０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７４０円 複 勝 � ６９０円 � ２８０円 � ３００円 枠 連（１－４） ３５０円

馬 連 �� ８，２７０円 馬 単 �� ２３，１９０円

ワ イ ド �� ３，１００円 �� ４，２３０円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� ３９，１１０円 ３ 連 単 ��� ３１５，５７０円

票 数

単勝票数 計 ２７３１９８ 的中 � ７８６１（８番人気）
複勝票数 計 ３８９２６２ 的中 � １３２０７（９番人気）� ３９５５０（３番人気）� ３５７５５（４番人気）
枠連票数 計 ２３７８５８ 的中 （１－４） ５０３００（１番人気）
馬連票数 計 ７１９７７２ 的中 �� ６４２８（２９番人気）
馬単票数 計 ４７００７３ 的中 �� １４９６（７０番人気）
ワイド票数 計 ３１３３３８ 的中 �� ２４８３（３４番人気）�� １８０７（４４番人気）�� ４０３３（１８番人気）
３連複票数 計１０２１１３４ 的中 ��� １９２７（１１５番人気）
３連単票数 計１９２４１７３ 的中 ��� ４５０（７９５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１２．０―１２．３―１２．３―１２．３―１２．１―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．３―３５．３―４７．６―５９．９―１：１２．２―１：２４．３―１：３６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．５
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンペトリュス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．３．１４ 中山８着

２００６．１．１７生 牡６栗 母 フェルナンディーナ 母母 エ ニ グ マ １１戦２勝 賞金 ２２，２９０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔騎手変更〕 ジュヴェビアン号の騎手佐藤哲三は，病気のため藤岡康太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トーセンマルス号

３レース目



（２４福島１）第２日 ４月８日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８２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

１５５，５１０，０００円
６，７００，０００円
１，７９０，０００円
１３，９７０，０００円
６１，８２４，０００円
４，７３２，０００円
１，７４７，２００円

勝馬投票券売得金
２０１，３８３，２００円
３０９，９５７，４００円
１６０，０１２，６００円
５１５，９３７，７００円
３４７，４１１，６００円
２１７，７９７，０００円
７２０，４７２，７００円
１，２６３，１２６，４００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 ３，７３６，０９８，６００円

総入場人員 １８，８０３名 （有料入場人員 ）


