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１０００１ ４月７日 晴 良 （２４福島１）第１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

８１２ アラビアンマジック 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 ４５８＋ ６１：００．５ ２．０�

３３ ドリーミングラヴ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 松田牧場 ４１８－ ８１：００．６� １５．７�
４４ トーワオモカゲ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲森 一馬齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 ５１６－ ２１：００．９２ ４．４�
５５ キングビート 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介�桜井牧場 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４６０－１６１：０１．４３ ７．１�
５６ ベストミニオン 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 ４４４－ ２１：０１．７２ ９．６�
７１０ トキノワイルド 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優田中 準市氏 矢野 照正 日高 シンボリ牧場 ４６４－ ４ 〃 ハナ １０．５�
１１ プレシャスストーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 ４１８－ ２ 〃 ハナ ５７．９	
６７ ワイルドベガ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥三浦 一泰氏 松山 将樹 新冠 武田牧場 ４５８ ―１：０２．０１� ２５．２

６８ ヤマニンエレニシア 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４２８－１０１：０２．４２� ４６．０�
２２ コ イ ン ラ ブ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志竹原 孝昭氏 作田 誠二 日高 広中 稔 ４４４ ―１：０２．７１� ９５．４�
８１１ サワヤカマックス 牡３鹿 ５６

５３ ▲山崎 亮誠白� 雅文氏 武藤 善則 平取 高橋 啓 ４２８＋１０１：０３．０２ １１５．４
７９ トウショウキャスト 牡３鹿 ５６ 村田 一誠トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか 棚川 光男 ４６６ ―１：０３．１� ７２．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，９５３，８００円 複勝： ２３，７２０，８００円 枠連： ６，６３８，７００円

馬連： ２１，７１４，０００円 馬単： １９，９９４，１００円 ワイド： １１，９３７，５００円

３連複： ３２，７１５，４００円 ３連単： ６２，００１，４００円 計： １８９，６７５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ３１０円 � １３０円 枠 連（３－８） １，７９０円

馬 連 �� ２，０００円 馬 単 �� ３，１００円

ワ イ ド �� ５５０円 �� １９０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� １，９５０円 ３ 連 単 ��� １１，１８０円

票 数

単勝票数 計 １０９５３８ 的中 � ４４９５６（１番人気）
複勝票数 計 ２３７２０８ 的中 � １２５５６０（１番人気）� ８８０１（６番人気）� ３７４２９（２番人気）
枠連票数 計 ６６３８７ 的中 （３－８） ２７４７（６番人気）
馬連票数 計 ２１７１４０ 的中 �� ８０３９（７番人気）
馬単票数 計 １９９９４１ 的中 �� ４７６３（１０番人気）
ワイド票数 計 １１９３７５ 的中 �� ４７６３（７番人気）�� １９９３１（１番人気）�� ２６９３（１２番人気）
３連複票数 計 ３２７１５４ 的中 ��� １２４４１（５番人気）
３連単票数 計 ６２００１４ 的中 ��� ４０９３（３１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．０―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．６―２３．８―３５．８―４７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アラビアンマジック �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１０．８ 東京６着

２００９．４．５生 牡３鹿 母 スイートヒカル 母母 ブライアンズブラフ ９戦１勝 賞金 １４，２５０，０００円
〔発走状況〕 トウショウキャスト号は，枠入り不良。
※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 スペランツァーレ号・チクシタイショウ号・トーセンプリモ号・ビーキュート号

１０００２ ４月７日 晴 良 （２４福島１）第１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

４７ ヤマニンプチガトー 牝３栗 ５４ 鮫島 良太土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 ４６２± ０１：０９．２ ６．２�

１１ マイネサヴァラン 牝３青鹿５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム ４４６± ０ 〃 クビ ２．６�

２３ パワフルラリマー 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 ４７８＋ ６１：０９．８３� ７．０�
１２ ラッキーストーム 牝３黒鹿５４ 江田 照男海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド ４１４＋ ２ 〃 ハナ ７７．８�
２４ イ イ ジ ャ ン 牝３芦 ５４ 大野 拓弥小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ４３４－１４１：０９．９クビ ５６．８�
３６ サ フ ァ ー ガ 牝３栗 ５４ 松田 大作 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４６４ ―１：１０．０� １３．７	
３５ アズマガール 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 ４１４＋ ４ 〃 アタマ １１．９

８１６ エンプレスラブ 牝３黒鹿５４ 上村 洋行 IHR 田村 康仁 浦河 村中牧場 ４９０－ ４ 〃 クビ ３．７�
６１１ イナズマソリオ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生小泉 賢悟氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒノデファーム ４６８＋ ２１：１０．４２� ８６．６�
５９ メイスパイス 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 ４１０－１０１：１０．７１� ４１．１
８１５ メイショウミヤコ 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬松本 好�氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４２８ ―１：１０．８� ６５．８�
５１０ ノムラクインワルツ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人野村 昭夫氏 和田 正道 新冠 前川 隆範 ４４２＋１６１：１１．１１� ３５．６�
７１３ オースマート 牝３芦 ５４ 武士沢友治大谷 和彦氏 小桧山 悟 新ひだか 静内白井牧場 ４１６ ―１：１１．５２� ２２４．５�
６１２ ユ メ イ チ ズ 牝３黒鹿５４ 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 的場 均 むかわ 上水牧場 ４６２＋ ４１：１１．８１� １０９．８�
４８ マ ル ー チ 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７４ ― 〃 アタマ １３９．０�
７１４ テイエムグランツ 牝３青 ５４ 木幡 初広竹園 正繼氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８６ ―１：１２．４３� ６５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，１０９，６００円 複勝： １８，６９４，９００円 枠連： ７，６９４，０００円

馬連： ２１，９０１，０００円 馬単： １６，９２３，４００円 ワイド： １０，５２５，０００円

３連複： ３０，２３５，１００円 ３連単： ４６，８９９，５００円 計： １６３，９８２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（１－４） ６３０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� １，８００円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ６４０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，５２０円 ３ 連 単 ��� ８，５９０円

票 数

単勝票数 計 １１１０９６ 的中 � １４２００（３番人気）
複勝票数 計 １８６９４９ 的中 � ３２１４７（３番人気）� ５４７２６（１番人気）� ２１６６６（４番人気）
枠連票数 計 ７６９４０ 的中 （１－４） ９１０１（２番人気）
馬連票数 計 ２１９０１０ 的中 �� ２４６１６（２番人気）
馬単票数 計 １６９２３４ 的中 �� ６９７１（５番人気）
ワイド票数 計 １０５２５０ 的中 �� １１４７４（１番人気）�� ３６０１（７番人気）�� ７３２１（３番人気）
３連複票数 計 ３０２３５１ 的中 ��� １４７５８（３番人気）
３連単票数 計 ４６８９９５ 的中 ��� ４０３４（１５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．４―１１．９―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．２―４６．１―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンプチガトー �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１１．１０．９ 京都６着

２００９．２．５生 牝３栗 母 ヤマニンプチフール 母母 ワンオブアクライン ６戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムグランツ号は，平成２４年５月７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。
（非抽選馬） ２頭 アミフジガガ号・フロムクローバーズ号

第１回 福島競馬 第１日



１０００３ ４月７日 曇 良 （２４福島１）第１日 第３競走 １，８００�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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

２４ シゲルササグリ 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 ４８２－ ６１：４８．３ ４．６�

１２ 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 ４７６＋ ６１：４８．４� １．７�
４８ ウインクルチャチャ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥塚本 能交氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 ４７４± ０１：４８．９３ ７．３�
３６ 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 ４６４－１０１：４９．０� １３．９�
６１２ ヴェラカスターニャ 牝３栗 ５４ 武士沢友治 �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 ４５８－ ６１：４９．１クビ ７８．２�
７１３ ブレイブフォース 牡３鹿 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 田湯牧場 ４６８－１０１：５０．２７ ４６．０�
３５ ビービーマイセン 牡３青鹿５６ 上村 洋行�坂東牧場 松山 康久 平取 坂東牧場 ４７２ ―１：５０．３クビ ４３．１	
６１１ コ ナ セ ラ ー 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム ４８８＋１０１：５０．４� １５．０

７１４ ビバドルドナ 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行北所 直人氏 清水 久詞 新ひだか 坂本 春雄 ４１８＋ ２１：５０．６１� ２８．０�
２３ ワンダフルフェロー 牡３黒鹿５６ 大下 智岩� 僖澄氏 谷 潔 新冠 清水 克則 ４４２－１４１：５０．８１� １２４．８�
４７ ゴートゥザスタート 牝３栗 ５４

５１ ▲原田 和真�上水牧場 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４４８＋２２１：５１．０１� １８４．１
５９ プロヴォカーレ 牝３栗 ５４ 丸田 恭介伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４２４－ ６１：５１．２１� ５５．４�
１１ リアルクラシック 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太岡田 牧雄氏 平田 修 新ひだか 片山牧場 ４４４－２０１：５１．６２� ８６．５�
８１６ スカルラット 牝３栃栗５４ 丹内 祐次�日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム ４７２ ―１：５１．８� １１９．１�
８１５ ライブリフォルス 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎加藤 哲郎氏 根本 康広 厚真 大川牧場 ４８６ ―１：５２．９７ ３８４．３�
５１０ ラ イ ト ガ イ 牡３芦 ５６ 吉田 隼人前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２ ―１：５３．７５ ４１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，９４６，０００円 複勝： ２２，７０３，３００円 枠連： ７，７１１，５００円

馬連： ２１，９００，５００円 馬単： １８，９９３，５００円 ワイド： １１，６２７，４００円

３連複： ２９，４１５，６００円 ３連単： ５３，４０８，２００円 計： １７９，７０６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（１－２） ３１０円

馬 連 �� ３６０円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ３２０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� ３，６９０円

票 数

単勝票数 計 １３９４６０ 的中 � ２４１０２（２番人気）
複勝票数 計 ２２７０３３ 的中 � ４０６２４（２番人気）� １０３９６４（１番人気）� ２４６７４（３番人気）
枠連票数 計 ７７１１５ 的中 （１－２） １８６３３（１番人気）
馬連票数 計 ２１９００５ 的中 �� ４５８７９（１番人気）
馬単票数 計 １８９９３５ 的中 �� １２１９８（３番人気）
ワイド票数 計 １１６２７４ 的中 �� ２１２８６（１番人気）�� ７５１８（４番人気）�� １２３０５（２番人気）
３連複票数 計 ２９４１５６ 的中 ��� ３７０３０（１番人気）
３連単票数 計 ５３４０８２ 的中 ��� １０６９３（４番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１２．３―１２．７―１２．５―１２．１―１２．０―１１．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．４―３５．７―４８．４―１：００．９―１：１３．０―１：２５．０―１：３６．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルササグリ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２０１１．１０．８ 京都６着

２００９．３．２９生 牡３黒鹿 母 レ デ ィ ネ ス 母母 シュミーダー １１戦１勝 賞金 １１，７００，０００円
〔制裁〕 ゴートゥザスタート号の騎手原田和真は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１４番・９番への進路

影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライブリフォルス号・ライトガイ号は，平成２４年５月７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 マーティンスリープ号
（非抽選馬） １頭 フジマサアクティブ号

１０００４ ４月７日 曇 良 （２４福島１）第１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

４６ シゲルネーブル 牡３鹿 ５６ 松田 大作森中 蕃氏 服部 利之 浦河 今井 秀樹 ４８８＋ ４１：４９．７ ３９．７�

８１４ コスモエスプレッソ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ６１：４９．８� ２９．２�
７１２ アースワンドリーム 牡３鹿 ５６ 木幡 初広松山 増男氏 宗像 義忠 新ひだか 長手 猛 ４８８＋ ４１：４９．９クビ ４．４�
６１０ メイショウバロン 牡３栗 ５６ 大野 拓弥松本 好�氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 ４７６＋ ２１：５０．２２ ２６．１�
３４ プロトリューション 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝石瀬 浩三氏 牧 光二 新ひだか 斉藤スタッド ４６２± ０１：５０．５２ ５．０�
８１５ ヒミノオオワシ 牡３栗 ５６ 村田 一誠佐々木八郎氏 鈴木 孝志 新冠 パカパカ

ファーム ４９０－ ２１：５０．６� ４１．４	
２２ ブライテストソード 牡３栗 ５６ 丸田 恭介 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７４－ ４１：５０．９１� ６．４

１１ レッドグラサージュ 牡３栗 ５６ 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ５０４ ―１：５１．０� ２．４�
２３ メイショウタマカゼ 牡３栗 ５６ 荻野 琢真松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４５０－ ４ 〃 クビ ２８．６
７１３ アバーブゴッド 牝３青鹿 ５４

５１ ▲平野 優石瀬 浩三氏 相沢 郁 浦河 小葉松 幸雄 ４３２－１６１：５１．３１� １５７．３�
６１１ エムオーキャプテン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲横山 和生大浅 貢氏 鹿戸 雄一 日高 門別牧場 B４７４－１０１：５１．４� １６３．０�
３５ リンガスキッド 牡３栗 ５６ 江田 照男伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４５６－ ８ 〃 クビ ７７．１�
４７ シルキーセブン 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真有限会社シルク池上 昌弘 新ひだか タツヤファーム ５００＋ ２１：５１．７２ ３６．０�
５８ ドラゴンネスト 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人窪田 康志氏 高柳 瑞樹 様似 �村 伸一 ４５２－ ４ 〃 ハナ ２７．３�
５９ 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 ４５０－１０１：５３．３１０ ２８５．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，０１１，２００円 複勝： ２０，６８６，３００円 枠連： ７，９４３，９００円

馬連： ２５，９９３，９００円 馬単： １９，４６０，１００円 ワイド： １２，８０７，５００円

３連複： ３７，００２，８００円 ３連単： ５８，７０２，６００円 計： １９７，６０８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，９７０円 複 勝 � ７３０円 � ５８０円 � １９０円 枠 連（４－８） ５，４５０円

馬 連 �� ２５，３８０円 馬 単 �� ５０，７５０円

ワ イ ド �� ５，０３０円 �� １，８５０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ２９，６２０円 ３ 連 単 ��� ３１８，５５０円

票 数

単勝票数 計 １５０１１２ 的中 � ２９８６（１０番人気）
複勝票数 計 ２０６８６３ 的中 � ６３６４（９番人気）� ８２１５（７番人気）� ３８２９４（２番人気）
枠連票数 計 ７９４３９ 的中 （４－８） １０７６（２２番人気）
馬連票数 計 ２５９９３９ 的中 �� ７５６（５２番人気）
馬単票数 計 １９４６０１ 的中 �� ２８３（９８番人気）
ワイド票数 計 １２８０７５ 的中 �� ６１３（４８番人気）�� １７１０（２０番人気）�� ２４７５（９番人気）
３連複票数 計 ３７００２８ 的中 ��� ９２２（６９番人気）
３連単票数 計 ５８７０２６ 的中 ��� １３６（７１２番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．６―１１．９―１２．８―１３．４―１３．１―１３．３―１３．４―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．８―３０．７―４３．５―５６．９―１：１０．０―１：２３．３―１：３６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．８―３F３９．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

シゲルネーブル �
�
父 キンググローリアス �

�
母父 ワカオライデン デビュー ２０１１．７．１６ 函館１０着

２００９．４．１８生 牡３鹿 母 ライデンガール 母母 コーヒーガール ９戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
［他本会外：２戦０勝］

※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 スノービアンコ号
（非抽選馬） ４頭 エイユーミラクル号・クイーンキセキ号・セカンドペガサス号・パープルベスト号



１０００５ ４月７日 曇 良 （２４福島１）第１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 プロフェッサー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 ４４０－１２２：４１．２ ３．９�

２３ 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 ４８８－ ８２：４１．４１� ５．２�
７１３ 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 ４７２－１２２：４１．６１� ５．０�
８１５ ホッコーアタック 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦矢部 幸一氏 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４６２＋ ６２：４１．８１� ４．６�
７１４ 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－ ４２：４１．９� ９．３�
４７ 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 ４４４＋ ４２：４２．１� ２１．５�
５１０ カワキタバルク 牡３青鹿５６ 嘉藤 貴行川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 ４６４± ０２：４２．２� ８２．１	
３５ ナ イ ク 牡３鹿 ５６

５３ ▲長岡 禎仁加藤 信之氏 田所 秀孝 新ひだか 林 祐二 B４３６＋ ４ 〃 アタマ １２０．１

１１ 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 B４９８＋ ２２：４２．３クビ ２７．２�
１２ サムシングエルス 牡３鹿 ５６ 武士沢友治田島榮二郎氏 小野 次郎 新ひだか 三石橋本牧場 ４５６± ０２：４２．７２� ３１．９�
２４ スノースケイプ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ワイ・アール・シー 松山 将樹 新ひだか 三石橋本牧場 ４８２－ ４ 〃 ハナ １３．４
３６ ゴーイングスター 牡３芦 ５６ 村田 一誠林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ５２６＋ ２２：４３．４４ １２０．４�
６１２ ウォーレンバローズ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B４７８－ ２ 〃 クビ １０７．３�
４８ ホクテンリステル 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一小川 幸助氏 畠山 重則 浦河 マミーファーム ４９２－ ４ 〃 アタマ ９３．１�
６１１ タイセイデステニー 牡３栗 ５６ 江田 照男田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 ４７４－ ６２：４３．５クビ ４４．２�
５９ サーストンモンタナ 牡３青鹿５６ 黛 弘人齊藤 宣勝氏 大久保洋吉 新冠 ラツキー牧場 ４２２－ ２２：４４．７７ ４４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，６９６，５００円 複勝： １６，２９０，７００円 枠連： １０，５９８，８００円

馬連： ２２，１３２，２００円 馬単： １６，９７０，６００円 ワイド： １１，９４３，０００円

３連複： ３３，００６，１００円 ３連単： ５１，０７８，６００円 計： １７３，７１６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（２－８） ５００円

馬 連 �� １，１３０円 馬 単 �� ２，５４０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ４９０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，９００円 ３ 連 単 ��� ９，７００円

票 数

単勝票数 計 １１６９６５ 的中 � ２４１１３（１番人気）
複勝票数 計 １６２９０７ 的中 � ２８７００（１番人気）� ２３６７２（３番人気）� ２３２６７（４番人気）
枠連票数 計 １０５９８８ 的中 （２－８） １５８６４（２番人気）
馬連票数 計 ２２１３２２ 的中 �� １４５７８（２番人気）
馬単票数 計 １６９７０６ 的中 �� ４９４３（６番人気）
ワイド票数 計 １１９４３０ 的中 �� ６０２９（５番人気）�� ６０５２（４番人気）�� ６７７４（２番人気）
３連複票数 計 ３３００６１ 的中 ��� １２８２９（４番人気）
３連単票数 計 ５１０７８６ 的中 ��� ３８９０（１３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１２．２―１２．４―１２．９―１２．３―１３．２―１３．３―１２．７―１２．２―１２．１―１１．４―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�
１２．９―２４．３―３６．５―４８．９―１：０１．８―１：１４．１―１：２７．３―１：４０．６―１：５３．３―２：０５．５―２：１７．６―２：２９．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プロフェッサー �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１２．１．２１ 京都３着

２００９．３．８生 牡３鹿 母 カーニバルソング 母母 カ ル ニ オ ラ ４戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔制裁〕 ナイク号の騎手長岡禎仁は，１周目４コーナーでの御法について戒告。
※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 アニマート号・イマジンジョン号・ヒカリサーベル号・マヤノカデンツァ号

１０００６ ４月７日 晴 良 （２４福島１）第１日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５１０ ペニーウエイト 牝３栗 ５４ 丸田 恭介石瀬 浩三氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 ４８６± ０１：０９．８ ２．８�

３５ シルキーマーチ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥有限会社シルク星野 忍 新冠 須崎牧場 ４３８＋１２１：１０．１２ ６．４�
８１６ ゾ ク ゾ ク �３鹿 ５６ 上村 洋行中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 中村 和夫 ４５０＋１１ 〃 ハナ ９．５�
６１１ ケージーカグヤヒメ 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生川井 五郎氏 菊沢 隆徳 新ひだか 松本牧場 ４４８－ ２１：１０．３１ ４．９�
２３ スノークラフト 牝３芦 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４５８± ０１：１０．５１� ４．７�
１１ グッドピュアレディ 牝３鹿 ５４ 松田 大作福本 次雄氏 佐藤 吉勝 平取 びらとり牧場 ４２６± ０１：１０．９２� ４２．７�
４７ メイショウペンタス 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ３７４ ― 〃 同着 ８４．２�
１２ エクストール 牝３鹿 ５４ 江田 照男	辻牧場 栗田 博憲 浦河 辻 牧場 ４７２＋ ６ 〃 ハナ ８９．２

３６ テンジンローレン 牝３栗 ５４ 黛 弘人�テンジン 矢野 照正 新ひだか 三石橋本牧場 ４０６－ ４１：１１．０� ６８．７�
４８ ベルウッドブレット 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮鈴木 照雄氏 武市 康男 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ５５．５
８１５ クリノダイキンボシ 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 筒井 征文 ４６４＋ ８１：１１．３１� １４．５�
２４ ワンパクテンシ 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志 	スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４４８± ０１：１１．５１� ７０．９�
７１４ ドルフィンハート 牝３青鹿 ５４

５１ ▲西村 太一 	キャロットファーム 田島 俊明 池田 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１８－１６１：１２．１３� ５７．５�

６１２ デンジャーゾーン 牡３栗 ５６
５３ ▲山崎 亮誠山上 和良氏 和田正一郎 新冠 長浜 秀昭 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ２５６．９�

５９ ティアラタワー 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４３４ ―１：１２．５２� ３３．６�
７１３� ウエストヒューモア 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真加藤 守氏 矢作 芳人 米 Maynard Farm

& B. A. Man, Inc. ４５０ ― 〃 ハナ ８６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，９９６，９００円 複勝： １８，０３７，２００円 枠連： ８，５７２，４００円

馬連： ２３，１７６，５００円 馬単： １８，４７８，９００円 ワイド： １１，８４５，６００円

３連複： ３５，６６１，３００円 ３連単： ５６，５６１，０００円 計： １８４，３２９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � ２６０円 枠 連（３－５） ７４０円

馬 連 �� ９６０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ６１０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ３，２７０円 ３ 連 単 ��� １０，８６０円

票 数

単勝票数 計 １１９９６９ 的中 � ３３８３８（１番人気）
複勝票数 計 １８０３７２ 的中 � ４６０１０（１番人気）� ２３０３２（４番人気）� １４５５４（５番人気）
枠連票数 計 ８５７２４ 的中 （３－５） ８６４１（３番人気）
馬連票数 計 ２３１７６５ 的中 �� １７９７１（３番人気）
馬単票数 計 １８４７８９ 的中 �� ９２００（４番人気）
ワイド票数 計 １１８４５６ 的中 �� ８９９０（３番人気）�� ４７４９（７番人気）�� ２４３０（１２番人気）
３連複票数 計 ３５６６１３ 的中 ��� ８０５５（８番人気）
３連単票数 計 ５６５６１０ 的中 ��� ３８４７（２１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．０―１２．２―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．８―３３．８―４６．０―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペニーウエイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１１．８．２７ 札幌５着

２００９．４．９生 牝３栗 母 マ ロ ー ラ 母母 Mamaluna ４戦１勝 賞金 ６，４５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ダノンエレガント号
（非抽選馬）１０頭 アラマサスカイ号・エムエムベレッタ号・クレバーブレード号・サクラアニバーサリ号・スズカバビロン号・

ゼンノギンタデン号・タケデンザビエル号・ヘイルメアリー号・ポエティカル号・ユールフェスト号



１０００７ ４月７日 晴 良 （２４福島１）第１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）

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

４６ デルマプロティナ 牝５黒鹿５５ 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４９４＋ ８１：５０．３ ３６．７�

７１２ ヴィーナススマイル 牝５栗 ５５ 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４６４± ０１：５０．６２ ５６．４�
５８ アクロスザライト 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太吉田 照哉氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：５０．７クビ １１．１�
３４ マルデデルマ 牝４栗 ５５ 吉田 隼人吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B４５２－ ８１：５０．８� １７．６�
４７ 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 ４５４－ ２１：５１．０１� ８７．４�
７１３ シルククラリティ 牝５黒鹿５５ 荻野 琢真有限会社シルク大和田 成 日高 ヤナガワ牧場 ４９０－１０１：５１．１クビ ８８．７�
５９ チェルカトローバ 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４４６± ０１：５１．３１ ５６．８	
６１０ 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 ４６２－ ２１：５１．４� ５．４�

８１５ クラシフィカドール 牝４鹿 ５５ 木幡 初広 
ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム ４７２＋１０１：５１．９３ ３９．１�
８１４� エリザベートアスク 牝４栗 ５５ 武士沢友治廣崎 玲子氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４７２－ ４１：５２．０� ２９．３
２３ ビービーバカラ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝�坂東牧場 松山 康久 浦河 鎌田 正嗣 ４５４－ ６ 〃 クビ ３．７�
１１ ニシノキュアノス 牝５青鹿 ５５

５２ ▲山崎 亮誠西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B５０４± ０１：５２．３１� １４．６�
６１１ シ ナ ル 牝４栗 ５５ 伊藤 工真加藤 信之氏 鹿戸 雄一 日高 有限会社

ケイズ ４７６± ０１：５２．８３ ２．８�
３５ コンプリート 牝４鹿 ５５ 丹内 祐次平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 ４６４－ ４１：５２．９� ５３．２�
２２ グジョウハチマン 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４６２－ ６２：００．８大差 １４．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，５１４，３００円 複勝： １９，９４２，６００円 枠連： ９，６９４，６００円

馬連： ２５，９１０，６００円 馬単： １９，１８５，４００円 ワイド： １２，６４３，４００円

３連複： ３５，９５９，２００円 ３連単： ５７，６６０，２００円 計： １９３，５１０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，６７０円 複 勝 � １，０１０円 � ８４０円 � ４１０円 枠 連（４－７） ９，９６０円

馬 連 �� ２６，７５０円 馬 単 �� ８２，８１０円

ワ イ ド �� ６，４４０円 �� ４，９３０円 �� ７，８８０円

３ 連 複 ��� １１１，９８０円 ３ 連 単 ��� １，４１８，４５０円

票 数

単勝票数 計 １２５１４３ 的中 � ２６９４（９番人気）
複勝票数 計 １９９４２６ 的中 � ４９５４（１１番人気）� ６０４７（８番人気）� １４０５０（４番人気）
枠連票数 計 ９６９４６ 的中 （４－７） ７１９（２５番人気）
馬連票数 計 ２５９１０６ 的中 �� ７１５（５８番人気）
馬単票数 計 １９１８５４ 的中 �� １７１（１２８番人気）
ワイド票数 計 １２６４３４ 的中 �� ４８３（６０番人気）�� ６３４（５０番人気）�� ３９４（６６番人気）
３連複票数 計 ３５９５９２ 的中 ��� ２３７（２２３番人気）
３連単票数 計 ５７６６０２ 的中 ��� ３０（１７７４番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．２―１１．６―１３．２―１３．９―１３．５―１３．４―１３．２―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．３―１８．５―３０．１―４３．３―５７．２―１：１０．７―１：２４．１―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F３９．６
１
３
５，１０－８－（３，１１）（１，６，１２）（１４，１５）（２，７）－４－１３，９・（５，４）８（１０，１１，１２）６（３，１５，７）（１，９）（２，１４）１３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

デルマプロティナ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２０１０．１．２４ 京都１３着

２００７．５．２１生 牝５黒鹿 母 ポールトゥウィン 母母 ノースオブダンジグ ２６戦３勝 賞金 ３２，２００，０００円
〔その他〕 グジョウハチマン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

シナル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 グジョウハチマン号・シナル号は，平成２４年５月７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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アランロド号

１０００８ ４月７日 晴 良 （２４福島１）第１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 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

３５ デ プ ラ ー タ 牡５栗 ５７ 黛 弘人栗坂 崇氏 萱野 浩二 新ひだか キヨタケ牧場 ４６６－ ８１：０９．８ ４２．１�

６１１� シンビオシス �５青鹿５７ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 新開 幸一 日高 佐々木 直孝 ４７６＋ ２１：１０．１１� ３４．０�
４８ ノボジュピター 牡６栗 ５７

５４ ▲原田 和真�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４７２－ ４１：１０．４２ ６．８�
１２ � ヤマノグラス 牝４鹿 ５５ 木幡 初広山住れい子氏 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 ４７２－１４１：１０．５� ５７．０�
２４ アラマサスチール 牝４鹿 ５５ 的場 勇人�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４４６－ ４１：１０．６クビ １２０．９�
２３ サカジロゴールド 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 宮内牧場 ５２２＋２２１：１０．７� １５．２	
８１６ トウケイカガヤキ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志木村 信彦氏 飯田 明弘 えりも エクセルマネジメント ４４４± ０ 〃 アタマ ５．３

１１ クリスリリー 牝７栗 ５５ 渡辺 薫彦加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４４２－ ４１：１０．８� ２０．２�
５１０ トーセントレジャー 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 ４８６－ ４１：１１．０１� ３．４
５９ デステニーアロー 牝６黒鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１８＋ ６１：１１．１� １８．９�
６１２ マチノアカリ 牡４青鹿５７ 村田 一誠 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５３０－ ２１：１１．３� ３．９�
３６ � クイーンザリッチ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治前田 榮生氏 和田 正道 浦河 細道牧場 ４７２＋ ４１：１１．７２� ７２．２�
７１４� プ ル メ リ 牝４黒鹿５５ 西田雄一郎河合實貴男氏 佐藤 吉勝 新ひだか 山本 昇寿 ４２２± ０１：１１．８クビ ６９．４�
４７ � サンタンジェロ 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４３８－ ２１：１２．１２ １２．７�
８１５� トロピカルジュエル 牝４鹿 ５５ 田中 博康小川 勲氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４１８－ ８１：１３．０５ １４５．６�
７１３� アブソルートマック 牡５黒鹿５７ 嘉藤 貴行藤井 謙氏 牧 光二 浦河 日東牧場 ４８４＋ ２１：１４．０６ ９０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，９６５，６００円 複勝： １７，６２５，４００円 枠連： ９，２５９，０００円

馬連： ２４，１９６，２００円 馬単： １７，７９０，７００円 ワイド： １２，９９６，９００円

３連複： ３４，５７８，２００円 ３連単： ６２，１２２，４００円 計： １９０，５３４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，２１０円 複 勝 � ９４０円 � ７６０円 � ２５０円 枠 連（３－６） ４，０７０円

馬 連 �� ４０，５９０円 馬 単 �� １０２，５８０円

ワ イ ド �� ７，９６０円 �� ３，３００円 �� ２，７７０円

３ 連 複 ��� ４９，９４０円 ３ 連 単 ��� ４４９，４８０円

票 数

単勝票数 計 １１９６５６ 的中 � ２２４３（１０番人気）
複勝票数 計 １７６２５４ 的中 � ４４５５（１１番人気）� ５６１９（９番人気）� ２２４３３（３番人気）
枠連票数 計 ９２５９０ 的中 （３－６） １６７９（１５番人気）
馬連票数 計 ２４１９６２ 的中 �� ４４０（７４番人気）
馬単票数 計 １７７９０７ 的中 �� １２８（１６２番人気）
ワイド票数 計 １２９９６９ 的中 �� ３９８（６８番人気）�� ９７３（３８番人気）�� １１６７（３０番人気）
３連複票数 計 ３４５７８２ 的中 ��� ５１１（１３９番人気）
３連単票数 計 ６２１２２４ 的中 ��� １０２（９８９番人気）

ハロンタイム ９．３―１０．８―１１．２―１２．４―１３．０―１３．１

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．３―２０．１―３１．３―４３．７―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デ プ ラ ー タ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Ferdinand デビュー ２０１０．１．１１ 中山１着

２００７．４．１９生 牡５栗 母 ファーディーン 母母 Conquisto １９戦２勝 賞金 １８，４２０，０００円
〔その他〕 アブソルートマック号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 アイファーマーチス号・タマモウイッシュ号



１０００９ ４月７日 晴 良 （２４福島１）第１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

６１０ ジョウノアラミス 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 ４９８－ ６２：００．３ ３．５�

８１５ マイネルシュライ 牡４青 ５７ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４９８－ ４２：００．７２� ３．５�
１１ トモロマイスター 牡５黒鹿５７ 武士沢友治戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４５２－１６２：００．８� ２７．６�
４６ ハシルヨミテテ 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム B５２２＋ ２ 〃 クビ ６．６�
７１２ ガリレオバローズ 牡４黒鹿５７ 藤岡 康太猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５２０－ ４２：００．９� １０．７�
５８ コウユータイセイ 牡４栗 ５７

５４ ▲菅原 隆一加治屋康雄氏 領家 政蔵 浦河 野村 正 ４７６－ ２２：０１．１� １４．８�
２３ アメイジングアスク 牡４黒鹿５７ 鮫島 良太廣崎 利洋氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４３２＋ ８２：０１．２� １９．２	
３５ セ ミ ニ ョ ン 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 ４５６－ ４２：０１．３クビ １５．５

３４ クリノメダリスト 牝６栗 ５５ 古川 吉洋栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４３６± ０ 〃 ハナ １５．６�
７１３ ミッキーリヒト 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８８± ０２：０１．５１ ４１．９�
６１１ テ ル バ イ ク 牡４栗 ５７ 的場 勇人加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ ４７２＋ ６２：０１．６� ４６．８
８１４ 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 ４９６－ ４ 〃 クビ ２０．５�
２２ � ルクールロゼ 牝４栗 ５５ 江田 照男栗山 良子氏 木村 哲也 新冠 長浜 秀昭 ４４６－２２２：０１．７� ５１．４�
５９ フレンドリードレス 牝６鹿 ５５ 黛 弘人増山 武志氏 中川 公成 日高 サンシャイン

牧場 ４００－ ８２：０１．８� １４４．９�
４７ タイムチェイサー 牡５鹿 ５７ 田中 博康�RRA 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８０－ ４ 〃 アタマ ２８．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，１７７，１００円 複勝： ２１，４５０，６００円 枠連： １１，７３７，８００円

馬連： ３３，３４５，７００円 馬単： ２４，０１７，８００円 ワイド： １６，９３４，０００円

３連複： ４６，９７５，４００円 ３連単： ８４，２８５，９００円 計： ２５２，９２４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � ４４０円 枠 連（６－８） ５００円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� １，３５０円 �� １，６１０円

３ 連 複 ��� ４，９２０円 ３ 連 単 ��� ２１，８５０円

票 数

単勝票数 計 １４１７７１ 的中 � ３２２５９（２番人気）
複勝票数 計 ２１４５０６ 的中 � ４３１９３（１番人気）� ４２３６８（２番人気）� ９１９８（１０番人気）
枠連票数 計 １１７３７８ 的中 （６－８） １７５９３（１番人気）
馬連票数 計 ３３３４５７ 的中 �� ３８６４５（１番人気）
馬単票数 計 ２４０１７８ 的中 �� １５９６４（１番人気）
ワイド票数 計 １６９３４０ 的中 �� １７６９３（１番人気）�� ２８４５（１７番人気）�� ２３５６（２１番人気）
３連複票数 計 ４６９７５４ 的中 ��� ７０５８（１０番人気）
３連単票数 計 ８４２８５９ 的中 ��� ２８４７（４２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１２．１―１３．１―１２．９―１２．０―１１．８―１１．９―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．５―３５．６―４８．７―１：０１．６―１：１３．６―１：２５．４―１：３７．３―１：４８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ジョウノアラミス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．８．１４ 札幌４着

２００８．５．２生 牡４鹿 母 ジョウノボレロ 母母 ザ ン ゼ １４戦２勝 賞金 ２３，２２０，０００円

１００１０ ４月７日 晴 良 （２４福島１）第１日 第１０競走 ��１，７００�
は な み や ま

花 見 山 特 別
発走１４時５０分 （ダート・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 ５６７，０００円 １６２，０００円 ８１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

６１０ ハ ル カ フ ジ 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 ４７２＋１０１：４７．４ ３．９�

４７ キングウェリナ 牡４鹿 ５７ 村田 一誠宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４６８－ ４１：４７．６１ １１．７�
８１４ ライジングサン 牡４栗 ５７ 丹内 祐次名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 ５１６± ０ 〃 ハナ ４．５�
５９ アグネスハイヤー 牡６鹿 ５７ 鮫島 良太渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４４６－ ８ 〃 ハナ ５２．８�
３４ クレヨンロケット 牡６栗 ５７ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ５１０－１０ 〃 クビ ２．５�
２３ ラシアンウッズ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介林 正道氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４７２＋１０１：４８．３４ ３４．１	
６１１� シンボリアミアン �５鹿 ５７ 後藤 浩輝シンボリ牧場 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 ５１４－ ２１：４８．６１� １９．９

７１２� ハヤブサエミネンス 牝５鹿 ５５ 黛 弘人武田 修氏 伊藤 圭三 米 Grand Farm ４４４－ ６１：４９．５５ ５１．４�
７１３ センティラシオン 牝４芦 ５５ 的場 勇人中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４７６＋ ８１：４９．８１� １７８．８�
１１ � リバースターリング 牡４栗 ５７ 武士沢友治河越 武治氏 作田 誠二 日高 豊洋牧場 ４６６－ ６ 〃 クビ ４０．０
５８ � エバーオンワード 牡４鹿 ５７ 田中 博康井上 修一氏 浅野洋一郎 新冠 松田 富士夫 ４６８± ０１：４９．９	 ２１．６�
４６ � ヴァーチュスター 牝４鹿 ５５ 松田 大作市川 義美氏 今野 貞一 米 Yoshimi

Ichikawa ４５８＋ ２１：５０．０	 ４１．７�
８１５� ゼ ニ ト ッ タ 牡４鹿 ５７ 江田 照男萩 英男氏 森 秀行 日高 中川 哲也 ４４６－ ２１：５０．８５ ３６．６�
２２ � グローバルチャージ 牡４芦 ５７ 宮崎 北斗�リーヴァ 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 B４７４± ０ 〃 ハナ １８５．７�
３５ � シャイニーベスト 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥八百板俊一郎氏 星野 忍 平取 雅 牧場 B４５０－ ４１：５１．９７ ２３．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，０１１，４００円 複勝： ３０，６５７，６００円 枠連： １３，７８４，１００円

馬連： ４９，２２４，３００円 馬単： ３９，６２２，８００円 ワイド： ２１，１４７，２００円

３連複： ６１，３０１，０００円 ３連単： １２０，９５７，２００円 計： ３５５，７０５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � ２４０円 � １８０円 枠 連（４－６） １，２９０円

馬 連 �� １，７６０円 馬 単 �� ３，６１０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� ４３０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ３，５７０円 ３ 連 単 ��� １７，７４０円

票 数

単勝票数 計 １９０１１４ 的中 � ３９２７７（２番人気）
複勝票数 計 ３０６５７６ 的中 � ５９１６３（２番人気）� ２９１９４（４番人気）� ４６８１８（３番人気）
枠連票数 計 １３７８４１ 的中 （４－６） ７９１７（５番人気）
馬連票数 計 ４９２２４３ 的中 �� ２０７１５（５番人気）
馬単票数 計 ３９６２２８ 的中 �� ８１１４（１０番人気）
ワイド票数 計 ２１１４７２ 的中 �� ７６７５（５番人気）�� １２９８７（４番人気）�� ４６３６（９番人気）
３連複票数 計 ６１３０１０ 的中 ��� １２７０２（８番人気）
３連単票数 計１２０９５７２ 的中 ��� ５０３３（３７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．２―２９．９―４２．０―５４．２―１：０７．１―１：２０．４―１：３３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．２―３F４０．３
１
３

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

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

ハ ル カ フ ジ �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．２．５ 京都６着

２００８．３．２６生 牡４鹿 母 ハ ル カ ッ コ 母母 ハルカジョウ ８戦２勝 賞金 ２０，９６７，０００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 ディフィーター号・ナンヨースラッガー号



１００１１ ４月７日 晴 良 （２４福島１）第１日 第１１競走
福島競馬再開記念

��２，０００�福 島 民 報 杯
発走１５時２５分 （芝・右）

４歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：５５�，牝馬２�減，収得
賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１００万円毎１�増，�：５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１
着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

福島民報社長賞（１着）
賞 品

本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

４５ ヒットザターゲット 牡４栗 ５６ 古川 吉洋前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０８－ ２１：５８．２ ６．９�

８１３ ダノンスパシーバ 牡５鹿 ５６ 藤岡 康太�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ５０６－ ２１：５８．３� ９．３�
３３ モ ン テ エ ン 牡５鹿 ５６ 後藤 浩輝毛利 喜昭氏 松山 康久 日高 瀬戸牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ ７．２�
７１１ オールアズワン 牡４黒鹿５６ 村田 一誠宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４８２－ ４１：５８．５１� ３０．５�
５７ トップカミング �６黒鹿５５ 江田 照男�コオロ 木村 哲也 浦河 木戸口牧場 ４５４－１０ 〃 クビ ２１．２�
４６ オペラブラーボ 牡８鹿 ５７ 木幡 初広草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４４６＋ ６１：５８．６� ２６．９	
６１０ ミッキーパンプキン 牡６鹿 ５６ 武士沢友治野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４４８－ ４ 〃 クビ ５．７

２２ トランスワープ �７鹿 ５６ 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５２４－ ８１：５８．８	 ２．８�
１１ リクエストソング 牡６鹿 ５６ 丸田 恭介 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ５１０＋１８１：５８．９クビ ２２．７�
８１４
 スマートステージ �７鹿 ５６ 田中 博康大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B４９０－１０１：５９．０	 １７．８
７１２ イケトップガン 牡８栗 ５６ 的場 勇人池田 豊治氏 石毛 善彦 三石 村上牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ ２３０．３�
６９ バイタルスタイル 牝５栗 ５３ 上村 洋行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４６２－ ２２：００．１７ ２９．２�
５８ マッハヴェロシティ 牡６青 ５６ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５２８＋ ２ 〃 クビ ６４．４�
３４ エーブチェアマン 牡５黒鹿５６ 吉田 隼人 �レーシングホース

ジャパン 斎藤 誠 様似 様似渡辺牧場 ４４８± ０２：０６．０大差 １６．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３６，５５３，４００円 複勝： ５４，５４０，９００円 枠連： ２７，７７７，４００円

馬連： １２９，１５９，１００円 馬単： ７５，９５７，８００円 ワイド： ４４，５１７，８００円

３連複： １７０，７８９，９００円 ３連単： ３０９，７８０，９００円 計： ８４９，０７７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２３０円 � ２６０円 � ２５０円 枠 連（４－８） １，４５０円

馬 連 �� ２，６２０円 馬 単 �� ５，５００円

ワ イ ド �� １，１４０円 �� ９７０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ６，９２０円 ３ 連 単 ��� ３９，９６０円

票 数

単勝票数 計 ３６５５３４ 的中 � ４２００８（３番人気）
複勝票数 計 ５４５４０９ 的中 � ６６８０３（３番人気）� ５３５８３（５番人気）� ５８１２４（４番人気）
枠連票数 計 ２７７７７４ 的中 （４－８） １４１５１（９番人気）
馬連票数 計１２９１５９１ 的中 �� ３６４７８（１０番人気）
馬単票数 計 ７５９５７８ 的中 �� １０２０３（２１番人気）
ワイド票数 計 ４４５１７８ 的中 �� ９６５１（１０番人気）�� １１４５８（８番人気）�� ９２８６（１１番人気）
３連複票数 計１７０７８９９ 的中 ��� １８２１８（２０番人気）
３連単票数 計３０９７８０９ 的中 ��� ５７２２（１０８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．３―１２．２―１２．３―１２．３―１１．９―１１．９―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．０―３４．３―４６．５―５８．８―１：１１．１―１：２３．０―１：３４．９―１：４６．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒットザターゲット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 タマモクロス デビュー ２０１０．８．２２ 小倉４着

２００８．３．６生 牡４栗 母 ラ テ ィ ー ル 母母 ソルティーレディー １７戦５勝 賞金 ８９，１０７，０００円
〔制裁〕 オペラブラーボ号の騎手木幡初広は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）
〔その他〕 エーブチェアマン号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の

適用を除外。

１００１２ ４月７日 晴 良 （２４福島１）第１日 第１２競走 ��１，２００�
き た か た

喜 多 方 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 ５３９，０００円 １５４，０００円 ７７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

３６ クリーンエコロジー 牡４芦 ５７ 荻野 琢真石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ５０２－ ８１：０８．３ ２．２�

６１１� フレデフォート 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud ４４２－ ２１：０８．５１� ３．７�
１１ パシオンルージュ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 ４６８－１０１：０８．７１� ７．０�
１２ 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 ４４０－ ４１：０８．９１� ２４．７�
８１５ メイショウセトウチ 牡４鹿 ５７ 村田 一誠松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 ４５２－ ２ 〃 アタマ １８．２�
６１２ ブラウンマシーン 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介キャピタルクラブ 境 直行 新冠 田鎖牧場 ４６６－ ６１：０９．３２� ９１．２�
３５ � ノンパッサーレ 牡４黒鹿５７ 江田 照男佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム ４８２－１８ 〃 クビ ３９．３	
５１０ グリューネワルト 牝５青鹿５５ 上村 洋行 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４７６－ ４１：０９．４� ２０．６

２４ � シ ル ダ リ ア 牡４黒鹿５７ 渡辺 薫彦幅田 昌伸氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド ４６６＋ ４ 〃 クビ ７７．５�
４７ ショウナンサンガ 	６黒鹿５７ 木幡 初広�湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４５０－ ２１：０９．５
 １０．７�
４８ 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 B４５０± ０１：０９．６クビ ５０．６
７１４ マイネルメガロス 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム B４６８± ０ 〃 ハナ １８．８�
５９ 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 ４６２－ ２ 〃 ハナ ８１．３�
７１３�� ホウショウキング 牡４芦 ５７ 武士沢友治芳賀 吉孝氏 中野 栄治 米 Green

Gates Farm ４８８＋１２１：０９．８１� １６６．０�
２３ � オールエモーション 牝５鹿 ５５ 宮崎 北斗栗本 守氏 星野 忍 日高 日高大洋牧場 ４１２－ ２ 〃 ハナ １６４．６�
８１６ ブルースター 牡４栗 ５７ 的場 勇人 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４６８－ ６１：１０．０１ ９９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，６７７，６００円 複勝： ３４，０８６，９００円 枠連： １９，１７１，４００円

馬連： ６０，０９９，１００円 馬単： ４０，０６６，７００円 ワイド： ２６，３０８，９００円

３連複： ７９，３９０，０００円 ３連単： １５７，８２０，２００円 計： ４４０，６２０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（３－６） ４６０円

馬 連 �� ３７０円 馬 単 �� ６８０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ３９０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ３，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２３６７７６ 的中 � ８５１３５（１番人気）
複勝票数 計 ３４０８６９ 的中 � １０３１２８（１番人気）� ７６９６４（２番人気）� ２９５０４（４番人気）
枠連票数 計 １９１７１４ 的中 （３－６） ３１２８３（１番人気）
馬連票数 計 ６００９９１ 的中 �� １２０４４６（１番人気）
馬単票数 計 ４００６６７ 的中 �� ４３６４０（１番人気）
ワイド票数 計 ２６３０８９ 的中 �� ５００２１（１番人気）�� １４９７４（２番人気）�� ９８３１（５番人気）
３連複票数 計 ７９３９００ 的中 ��� ５３６０３（２番人気）
３連単票数 計１５７８２０２ 的中 ��� ３４８５９（２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１０．９―１１．４―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３３．７―４５．１―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリーンエコロジー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー ２０１０．８．８ 新潟１着

２００８．３．２７生 牡４芦 母 スパークルジュエル 母母 Golden Jewel Box ７戦２勝 賞金 ２６，９１０，０００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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 コーンドリー号・ロンド号



（２４福島１）第１日 ４月７日（土曜日） 晴一時曇 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

１７０，５５０，０００円
８，３４０，０００円
２，０５０，０００円
１５，２３０，０００円
６１，２９３，５００円
４，７３２，０００円
１，７４７，２００円

勝馬投票券売得金
１９２，６１３，４００円
２９８，４３７，２００円
１４０，５８３，６００円
４５８，７５３，１００円
３２７，４６１，８００円
２０５，２３４，２００円
６２７，０３０，０００円
１，１２１，２７８，１００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 ３，３７１，３９１，４００円

総入場人員 １３，１９８名 （有料入場人員 ）


