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１００２５ ４月１４日 雨 良 （２４福島１）第３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 ワールドエンド 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人ディアレスト 斎藤 誠 新冠 新冠伊藤牧場 ５０４＋１４１：００．０ １．４�

４４ バトルマグマ 牡３栗 ５６ 江田 照男宮川 秋信氏 矢作 芳人 新ひだか 片山牧場 ４５４＋ ２１：０１．１７ ３．９�
５６ エメラルホーム 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介高橋 勉氏 土田 稔 新ひだか 出羽牧場 ４５０－１０１：０１．６３ ２５．５�
６８ ハイアットリーフ 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真広尾レース� 鹿戸 雄一 大樹 大樹ファーム ５０６ ―１：０２．０２� １６．９�
８１１ ア レ ク ト 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥吉田 和子氏 高柳 瑞樹 新冠 飛渡牧場 ４３０ ―１：０２．３２ ２７．１�
５５ ファーストウインク 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗根本 薫氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４６０ ―１：０２．４クビ ２５．２�
１１ カミノフルハウス 牝３鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁村上 正喜氏 松永 康利 青森 ワールドファーム ４０６＋ ２１：０２．８２� １１８．７	
７９ リリーズソング 牝３芦 ５４ 西田雄一郎藤田 在子氏 岩戸 孝樹 新冠 山岡牧場 ４２０ ―１：０３．７５ ５２．４

７１０ ウォーターアダマス 牡３栗 ５６ 鮫島 良太山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４７０ ―１：０４．３３� ３９．３�
６７ クラウンバール 牝３鹿 ５４

５１ ▲原田 和真矢野 恭裕氏 松永 康利 浦河 林 孝輝 ４６２ ―１：０５．５７ ８２．９�
２２ ソニックボーイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一�錦岡牧場 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４６４ ― 〃 アタマ ９８．８
３３ ウーハンネオ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人大原 詔宏氏 和田 正道 浦河 有限会社

大原ファーム ４７８ ―１：０５．７１� １１９．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，３３０，９００円 複勝： ２６，１１２，８００円 枠連： ６，９２５，５００円

馬連： １７，８５６，５００円 馬単： １９，２９１，０００円 ワイド： １０，５２９，６００円

３連複： ２７，６５９，６００円 ３連単： ５９，２３５，８００円 計： １７７，９４１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １００円 � １００円 � ２５０円 枠 連（４－８） １７０円

馬 連 �� １８０円 馬 単 �� ２６０円

ワ イ ド �� １２０円 �� ３６０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ８１０円 ３ 連 単 ��� ２，０４０円

票 数

単勝票数 計 １０３３０９ 的中 � ６０９３０（１番人気）
複勝票数 計 ２６１１２８ 的中 � １６８８３２（１番人気）� ５４２３６（２番人気）� ７１８３（４番人気）
枠連票数 計 ６９２５５ 的中 （４－８） ３０７９４（１番人気）
馬連票数 計 １７８５６５ 的中 �� ７３４７７（１番人気）
馬単票数 計 １９２９１０ 的中 �� ５４９８４（１番人気）
ワイド票数 計 １０５２９６ 的中 �� ３３１７７（１番人気）�� ５４６７（４番人気）�� ５２０８（５番人気）
３連複票数 計 ２７６５９６ 的中 ��� ２５２３８（３番人気）
３連単票数 計 ５９２３５８ 的中 ��� ２１４５６（３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１２．４―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．６―３６．０―４７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワールドエンド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２０１１．９．１８ 中山３着

２００９．５．１７生 牡３鹿 母 レーシングハート 母母 ベリーグランド ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウォーターアダマス号・クラウンバール号・ソニックボーイ号・ウーハンネオ号は，平成２４年５月

１４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１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１２頭 アストゥリアス号・イデアシュリュー号・ガウディシチー号・カラドリウス号・カリズマ号・コパノハドソン号・

シェーンガルテン号・テイエムガッテン号・パーデュラブル号・フィックルスター号・ホッコーハッピー号・
ラーゼンマイスター号

１００２６ ４月１４日 雨 良 （２４福島１）第３日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５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

１１ プラッキーエリーナ 牝３栗 ５４
５１ ▲西村 太一井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 ４４８＋ ８１：１０．４ ５．１�

６１２ マーブルメーカー 牝３栗 ５４ 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 聖心台牧場 ４１８＋ ２ 〃 ハナ ９．５�
１２ マスターキワミ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広�坂東牧場 土田 稔 むかわ 上水牧場 B４４２＋１２１：１０．７１� １７．０�
８１５ エーシンルクシオン 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�栄進堂 北出 成人 新ひだか 川端 英幸 ４１４－１０ 〃 アタマ ９．４�
２３ ハートヴァイン 牝３芦 ５４ 大野 拓弥 �スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム ４４６＋１２ 〃 ハナ ６．３�
４７ オンザクラッグ 牝３鹿 ５４ 松田 大作吉田 和子氏 鈴木 孝志 浦河 鎌田 正嗣 ４０４＋ ８ 〃 ハナ ５０．５	
５９ アミフジガガ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲原田 和真内藤 好江氏 菅原 泰夫 茨城 内藤牧場 ４３４＋ ４１：１０．９１� １６０．４

５１０ コスモナデシコ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか タツヤファーム ４３４－ ２ 〃 クビ ８．８�
４８ ソミュールロゼ 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４２２－ ４１：１１．０� １８．０�
８１６ タガノプラージュ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４７２＋ ２１：１１．２１� ３．４

６１１ スマイルオブライフ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 平野牧場 ５００ ―１：１１．３� ５１．７�
７１３ カワカミリバティー 牝３鹿 ５４ 黛 弘人 �三石川上牧場 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４８２＋ ６１：１１．５１� ８５．８�
７１４ サクラカンタービレ 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 山田牧場 ４２０－ ４１：１１．７１� ４９．４�
３６ ベアフルート 牝３栗 ５４ 丸田 恭介宮崎 利男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４９０ ―１：１２．４４ ３５．３�
３５ フロムクローバーズ 牝３栗 ５４ 村田 一誠 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 追分ファーム B４６８－１２１：１２．６１� １６．７�
２４ アトムフェニックス 牝３鹿 ５４ 田中 博康永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４０６ ―１：１２．８１� １２９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，６８７，２００円 複勝： １４，５６１，４００円 枠連： ７，９３５，８００円

馬連： １９，７０１，１００円 馬単： １４，２１３，８００円 ワイド： １０，００２，３００円

３連複： ３０，５３９，８００円 ３連単： ４３，５６６，６００円 計： １４９，２０８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２４０円 � ３４０円 � ６２０円 枠 連（１－６） ２，５００円

馬 連 �� ３，１５０円 馬 単 �� ５，５００円

ワ イ ド �� １，３４０円 �� １，５１０円 �� ３，０５０円

３ 連 複 ��� １５，８４０円 ３ 連 単 ��� ７０，９８０円

票 数

単勝票数 計 ８６８７２ 的中 � １３４４３（２番人気）
複勝票数 計 １４５６１４ 的中 � １８６６５（２番人気）� １１１７２（６番人気）� ５４５７（９番人気）
枠連票数 計 ７９３５８ 的中 （１－６） ２３４４（１１番人気）
馬連票数 計 １９７０１１ 的中 �� ４６３０（１２番人気）
馬単票数 計 １４２１３８ 的中 �� １９０８（１９番人気）
ワイド票数 計 １０００２３ 的中 �� １８６６（１５番人気）�� １６４０（１８番人気）�� ７９２（３３番人気）
３連複票数 計 ３０５３９８ 的中 ��� １４２３（５４番人気）
３連単票数 計 ４３５６６６ 的中 ��� ４５３（２３３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．１―１２．０―１１．９―１２．１

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プラッキーエリーナ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２０１１．６．１８ 函館２着

２００９．４．２１生 牝３栗 母 シ ョ コ ッ ト 母母 ショーガールⅡ ８戦１勝 賞金 ９，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 エトランゼシチー号・ハッピーユーゲント号

第１回 福島競馬 第３日



１００２７ ４月１４日 雨 良 （２４福島１）第３日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

６１２ テーオーレジェンド 牡３栗 ５６ 上村 洋行小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 ５０２－１４２：０１．５ ５．６�

４８ タイセイスナイパー 牡３鹿 ５６ 松田 大作田中 成奉氏 武藤 善則 新ひだか 村岡 農夫 ４６８－ ２２：０１．７１� ４．９�
８１６ ペイトリッツデイ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠�瀬 真尚氏 高木 登 新冠 前川 隆範 ５００－ ８２：０１．８� ８．８�
２４ ローレルレーロ 牡３栗 ５６ 丸田 恭介 �ローレルレーシング 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４６６－１０２：０２．０１� ５．９�
３６ アクセラレーター 牡３栗 ５６ 荻野 琢真�ノースヒルズ 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４＋ ２２：０２．７４ ５．６�
５１０ ブラウンライジング 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 平成ファーム ４７８－ ８２：０２．９１� ３２．３�
７１４ ズルフィカール 牡３黒鹿５６ 田中 博康宮川 純造氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 ４６２ ―２：０３．０� ９．３	
１２ セルリアンヒコボシ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲原田 和真
イクタ 天間 昭一 池田 高橋 正三 ５３６＋ ２２：０３．２１ ２１．３�
５９ マイネアペリオ 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 蛯名牧場 ４８４＋ ２ 〃 アタマ ６４．４�
４７ ナイスルール 牡３鹿 ５６ 江田 照男戸部 洋氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 ４５０＋ ４２：０３．６２� ２５．２
１１ フクノゴールド 牡３鹿 ５６ 黛 弘人福島 実氏 嶋田 功 新ひだか 中村 和夫 ４４６± ０ 〃 ハナ ３８．８�
２３ クレバーウイナー 牡３栗 ５６ 木幡 初広田� 正明氏 石毛 善彦 えりも エクセルマネジメント ５２８ ―２：０３．７� １３．９�
３５ ナ ヴ ァ ル 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一コウトミックレーシング 高橋 裕 新ひだか 神垣 道弘 ４７８＋１０２：０４．０１� ４７．９�
８１５ ナカヤマアラシ 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 ４５８－１０ 〃 ハナ ２２．２�
７１３ ディーエスデュラン 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４５０－１２２：０５．２７ １３６．３�
６１１ マウントセンス 牡３鹿 ５６ 池崎 祐介中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 的場牧場 ４２４－ ４２：０５．９４ １８２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，２７０，３００円 複勝： １４，７３９，５００円 枠連： ８，０３９，５００円

馬連： ２０，６５０，６００円 馬単： １４，６７０，６００円 ワイド： １０，３０２，８００円

３連複： ３０，５１９，１００円 ３連単： ４３，８１５，３００円 計： １５２，００７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２００円 � １９０円 � ３９０円 枠 連（４－６） ７２０円

馬 連 �� １，３１０円 馬 単 �� ２，８２０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� １，３１０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ８，１８０円 ３ 連 単 ��� ３４，１５０円

票 数

単勝票数 計 ９２７０３ 的中 � １３０７５（３番人気）
複勝票数 計 １４７３９５ 的中 � ２０７１７（３番人気）� ２２８９１（２番人気）� ８２３７（６番人気）
枠連票数 計 ８０３９５ 的中 （４－６） ８２６７（１番人気）
馬連票数 計 ２０６５０６ 的中 �� １１６９６（２番人気）
馬単票数 計 １４６７０６ 的中 �� ３８４６（４番人気）
ワイド票数 計 １０３０２８ 的中 �� ５６０７（２番人気）�� １８７３（１５番人気）�� １８７３（１５番人気）
３連複票数 計 ３０５１９１ 的中 ��� ２７５５（２１番人気）
３連単票数 計 ４３８１５３ 的中 ��� ９４７（６７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１１．８―１２．７―１３．０―１２．６―１２．２―１２．０―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．１―３５．９―４８．６―１：０１．６―１：１４．２―１：２６．４―１：３８．４―１：４９．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーレジェンド �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Easy Goer デビュー ２０１２．２．２５ 阪神１１着

２００９．３．２８生 牡３栗 母 トランクイルデイズ 母母 Kissogram Girl ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 テーオーレジェンド号の騎手上村洋行は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１０番・８番・７番・４番・１

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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 イマジンジョン号・タマモスキップ号

１００２８ ４月１４日 雨 良 （２４福島１）第３日 第４競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

２２ セ ン キ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 ４６８＋ ６１：４８．１ ２．８�

５８ スズカキングダム 牡３鹿 ５６ 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４７４－ ６１：４８．９５ ９．４�
１１ ドリームプログラム 牡３栗 ５６ 松山 弘平セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 松浦牧場 ４７４－ ６１：４９．０� ４８．８�
７１２ リアライズバリメタ 牡３芦 ５６ 大野 拓弥工藤 圭司氏 千田 輝彦 日高 三城牧場 ４９２－１４１：４９．１� １１．６�
３５ ミッキージュピター 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志三木 久史氏 福島 信晴 新冠 武田 寛治 ４５０－ ４１：４９．３１� ２．４�
３４ メイショウイチフジ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人松本 好雄氏 尾形 充弘 浦河 三嶋牧場 ４６４－１２１：４９．６２ １７．４�
４７ スリーフラッシュ 牡３栗 ５６ 村田 一誠永井商事� 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム B４７４－ ４１：４９．７クビ １１．３	
２３ ベルガリオン 牡３青鹿５６ 木幡 初広 
社台レースホース二ノ宮敬宇 平取 追分ファーム ４８４－１０１：５０．１２� １７．１�
４６ サウザンドサニー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン

牧場 ４９２± ０１：５０．６３ ７９．４�
５９ スズカロイス 牡３黒鹿５６ 黛 弘人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B４６２－ １１：５０．７� １２４．５
７１３ シャコウプリンセス 牝３鹿 ５４ 江田 照男大崎 幸路氏 岩戸 孝樹 日高 大江牧場 ４６４＋ ２１：５０．８� １０８．５�
６１１ ポケットピース 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一加藤 守氏 湯窪 幸雄 新冠 タニグチ牧場 ４４４－ ６ 〃 アタマ １１９．４�
８１４ パレストレパング 牡３鹿 ５６ 的場 勇人坂本 肇氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ １７５．６�
６１０ サクラジーク 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一�さくらコマース加藤 征弘 新冠 川上牧場 ４４６＋ ２１：５２．０７ １４４．１�
８１５ クリノビーム �３鹿 ５６ 渡辺 薫彦栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 ４４６ ―１：５２．９５ １６３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，８５５，０００円 複勝： ２０，６９２，１００円 枠連： ８，６５７，０００円

馬連： ２２，８４３，８００円 馬単： １９，２７５，３００円 ワイド： １３，０９１，３００円

３連複： ３３，６２４，０００円 ３連単： ５７，０９０，４００円 計： １８８，１２８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ２５０円 � ８１０円 枠 連（２－５） １，２８０円

馬 連 �� １，５１０円 馬 単 �� ２，５００円

ワ イ ド �� ５４０円 �� １，２９０円 �� ２，７９０円

３ 連 複 ��� １１，９９０円 ３ 連 単 ��� ３５，３８０円

票 数

単勝票数 計 １２８５５０ 的中 � ３６９６３（２番人気）
複勝票数 計 ２０６９２１ 的中 � ４８３６９（２番人気）� ２１０８０（３番人気）� ４９０３（８番人気）
枠連票数 計 ８６５７０ 的中 （２－５） ５０２８（６番人気）
馬連票数 計 ２２８４３８ 的中 �� １１１９１（４番人気）
馬単票数 計 １９２７５３ 的中 �� ５６９７（６番人気）
ワイド票数 計 １３０９１３ 的中 �� ６５１７（４番人気）�� ２４４５（１２番人気）�� １０９５（２４番人気）
３連複票数 計 ３３６２４０ 的中 ��� ２０７１（３６番人気）
３連単票数 計 ５７０９０４ 的中 ��� １１９１（９３番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．５―１２．０―１３．０―１３．６―１３．１―１２．８―１２．２―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．７―３０．７―４３．７―５７．３―１：１０．４―１：２３．２―１：３５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３７．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

セ ン キ �
�
父 アルカセット �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１１．１１．２０ 東京５着

２００９．４．６生 牡３鹿 母 イチノヤジョウ 母母 ラブラブジョウ ６戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔制裁〕 スリーフラッシュ号の騎手村田一誠は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（１０番・１５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 サダルスード号



１００２９ ４月１４日 雨 良 （２４福島１）第３日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１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

２４ ダノンエレガント 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４４４± ０１：０８．５ １．７�

３５ メイショウヒメユリ 牝３青鹿５４ 的場 勇人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４２４＋ ２１：０９．７７ １６．２�
１１ マヤステッラ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４２２－１６１：１０．１２� ２０．５�
６１２ マイネルドラガン 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム B４３８＋１０１：１０．２� ９．１�
１２ キョウワアリス 牝３青鹿５４ 松山 弘平�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 ４３２－ ８１：１０．３クビ ８９．２�
７１３ サクラアニバーサリ 牡３鹿 ５６ 田中 博康�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 西村 和夫 ４９０－ ２ 〃 クビ ５．３	
５１０ クレバーブレード 牡３鹿 ５６ 木幡 初広田
 正明氏 石毛 善彦 日高 大江牧場 ４２８－１０ 〃 アタマ ２６．６�
２３ � ム ニ ン 牝３鹿 ５２ 江田 照男一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-

derson ４２４ ―１：１０．４� ２３．５�
７１４ スズカサリュート 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４２２＋ ６１：１０．５クビ ７９．１
５９ アラマサスカイ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム B４５４－ ４ 〃 ハナ １２．４�
４８ メイショウオトコギ 	３栗 ５６ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４５２ ―１：１０．６� ５１．２�
６１１ ヒカリレーザー 牡３青鹿５６ 大庭 和弥�ヒカリクラブ 南田美知雄 日高 中川牧場 ４１０＋ ４ 〃 クビ １９０．３�
４７ アップルアヤ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎上野 直樹氏 小野 次郎 新冠 山岡ファーム B４０８－ ６１：１０．７� ２２４．４�
３６ ツカサハピネス 牝３鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 ４３２－２４１：１１．３３� １１４．４�
８１５ サイファーバトル 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗�樽さゆり氏 新開 幸一 新ひだか グローリーファーム ４７６ ―１：１２．３６ １１１．５�
８１６ テルミークィーン 牝３黒鹿５４ 松田 大作吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４０８ ―１：１２．６２ １０７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，０１１，３００円 複勝： ２２，７３６，８００円 枠連： ９，６４９，３００円

馬連： ２３，３３１，２００円 馬単： ２１，５７３，２００円 ワイド： １３，９１３，４００円

３連複： ３２，４１５，３００円 ３連単： ５９，４６６，４００円 計： １９６，０９６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ３６０円 � ３６０円 枠 連（２－３） １，０４０円

馬 連 �� １，３００円 馬 単 �� １，８５０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ８６０円 �� ２，６９０円

３ 連 複 ��� ４，２９０円 ３ 連 単 ��� １５，９８０円

票 数

単勝票数 計 １３０１１３ 的中 � ６３０７９（１番人気）
複勝票数 計 ２２７３６８ 的中 � ９８２６８（１番人気）� １０７８９（５番人気）� １０６４６（６番人気）
枠連票数 計 ９６４９３ 的中 （２－３） ６８９９（４番人気）
馬連票数 計 ２３３３１２ 的中 �� １３２５０（５番人気）
馬単票数 計 ２１５７３２ 的中 �� ８６５２（５番人気）
ワイド票数 計 １３９１３４ 的中 �� ６４９９（４番人気）�� ３９９３（８番人気）�� １２０２（２４番人気）
３連複票数 計 ３２４１５３ 的中 ��� ５５８８（１５番人気）
３連単票数 計 ５９４６６４ 的中 ��� ２７４７（４５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１０．８―１１．５―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．４―４４．９―５６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３５．１
３ ４－５（１，１２）（２，１３）９（７，１０）３，１４，１１（６，８）１６，１５ ４ ４－５（１，１２）１３，２，９，１０（７，３，１４）－１１，８，６，１５－１６

勝馬の
紹 介

ダノンエレガント �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 メジロライアン デビュー ２０１１．８．２０ 新潟６着

２００９．４．１９生 牝３鹿 母 ドリームカムカム 母母 ドリーミングガール ８戦１勝 賞金 １２，２５０，０００円
〔発走状況〕 サクラアニバーサリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サイファーバトル号・テルミークィーン号は，平成２４年５月１４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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 アズマスターフィー号・エステージャ号・エムエムベレッタ号・シルクフュージョン号・シーマリア号・

タイキベイビー号・ヘイルメアリー号・ユールフェスト号

１００３０ ４月１４日 雨 良 （２４福島１）第３日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０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

８１５� コスモアネクドート 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 愛 Mogeely Stud B４４６＋ ２１：５０．７ １５６．６�

８１６ アポロドーロス 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 ４７８＋ ２１：５０．８� １．５�
３５ ゴールウェイ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 ４５４－ ４１：５１．２２� ６．７�
４７ メトロファルコン 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志太田 廣子氏 平田 修 新冠 小泉牧場 ４６０－ ２ 〃 ハナ １５．６�
３６ ゴーイングキング 牡３黒鹿５６ 村田 一誠林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４６８－１２１：５１．５２ １３９．６�
５１０ ビ ジ ャ リ カ 牝３黒鹿５４ 田中 博康有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１２－ ８１：５１．７１� １７．３�
６１１ カフェボリンジャー 牡３青鹿５６ 上村 洋行西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４８６－ ６１：５１．８� １３７．２	
７１３ マコトダンスボーイ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広伊藤 誠吉氏 池上 昌弘 新ひだか 土田 扶美子 ５１６ ― 〃 ハナ １５．０

１１ コスモキャサリン 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４５６－１０１：５１．９� ８．７�
７１４ テイエムガッテン 牡３黒鹿５６ 松田 大作竹園 正繼氏 岩元 市三 むかわ 市川牧場 ４３４－ ６１：５２．０クビ ２０６．７�
２４ フジマサアクティブ 牝３鹿 ５４ 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 洞爺湖 メジロ牧場 ４２８＋ ４ 〃 ハナ ８８．２
２３ � マスターエクレール 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥�服部牧場 牧 光二 米 Hidden

Springs Farm ４８２ ―１：５２．２１� ２７．８�
５９ ムーンスウォード 牡３栗 ５６ 松山 弘平 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B５０２ ―１：５２．４１ ５６．１�
１２ ダイワブルーム 牝３鹿 ５４ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 新ひだか 千代田牧場 ４４２± ０１：５２．５� １１８．１�
４８ マーティンスリープ 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 土田農場 B４９８＋ ４１：５２．６	 １８６．５�
６１２ タイガーキングダム 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 萩原 清 新ひだか 岡田スタツド ４３８ ―１：５２．７	 １１３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，３７７，６００円 複勝： ３２，７８０，３００円 枠連： ８，７６１，０００円

馬連： ２０，３９４，９００円 馬単： ２０，５２９，７００円 ワイド： １２，６４２，５００円

３連複： ３０，４３１，２００円 ３連単： ５８，１０２，３００円 計： １９６，０１９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５，６６０円 複 勝 � １，６４０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（８－８） ５，７１０円

馬 連 �� ６，２００円 馬 単 �� ２１，６８０円

ワ イ ド �� ２，１８０円 �� ５，７４０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� １０，４６０円 ３ 連 単 ��� １８２，４７０円

票 数

単勝票数 計 １２３７７６ 的中 � ６２３（１４番人気）
複勝票数 計 ３２７８０３ 的中 � １５７２（１１番人気）� ２１８４１７（１番人気）� ３０５７０（２番人気）
枠連票数 計 ８７６１０ 的中 （８－８） １１３３（１８番人気）
馬連票数 計 ２０３９４９ 的中 �� ２４３０（１８番人気）
馬単票数 計 ２０５２９７ 的中 �� ６９９（４３番人気）
ワイド票数 計 １２６４２５ 的中 �� １２０７（２１番人気）�� ４４７（４２番人気）�� ２１８１６（１番人気）
３連複票数 計 ３０４３１２ 的中 ��� ２１４９（２９番人気）
３連単票数 計 ５８１０２３ 的中 ��� ２３５（３７１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．２―１３．３―１２．８―１２．４―１２．５―１１．７―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３６．４―４９．７―１：０２．５―１：１４．９―１：２７．４―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

�コスモアネクドート �
�
父 Authorized �

�
母父 Gulch デビュー ２０１２．２．２５ 阪神１２着

２００９．２．１生 牡３鹿 母 Collioure 母母 Saraa Ree ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 ムーンスウォード号は，発進不良〔内側に逃避〕。
※テイエムガッテン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１００３１ ４月１４日 雨 良 （２４福島１）第３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）

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

１：０６．９
１：０６．９

良

良

８１５ サマーコード 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 �渡 信義 ４４０－ ２１：０９．４ ３．８�

４７ ウネントリッヒ 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 ４６２－１４ 〃 アタマ ３．１�
１１ オンワードセジール 牝６栗 ５５

５２ ▲西村 太一�下屋敷牧場 水野 貴広 浦河 オンワード牧場 ４６６＋１０ 〃 ハナ ９．９�
２３ テングジョウ 牝７鹿 ５５ 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７２± ０ 〃 ハナ １４．０�
５９ サクラティアモ 牝５青 ５５

５２ ▲藤懸 貴志�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４２６± ０１：０９．６１� １０．２	
１２ イケトップクイーン 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥池田 豊治氏 石毛 善彦 浦河 日の出牧場 ４６８＋１６１：０９．８１� ７．３

４８ ケ ツ ァ ー ル 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２ 〃 同着 ２８．０�
５１０� コーリンハッピー 牝４芦 ５５

５２ ▲菅原 隆一伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ １４６．５�
６１１� 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± ０１：０９．９� １６．５
７１４� パ ヤ ド ー ル 牝４栗 ５５ 丸田 恭介 �社台レースホース黒岩 陽一 千歳 社台ファーム ４６０－ ８１：１０．０クビ ２７．０�
８１６ ヴェリタスローズ 牝５青 ５５ 鮫島 良太松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５２＋ ２１：１０．２１� ２９．４�
２４ � ツ ヨ イ コ 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 ４４４－ ２１：１０．３� １４５．２�
３６ � ジュンノアスカ 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４６４－ ８ 〃 ハナ ２００．８�
７１３� ケンエピソード 牝４鹿 ５５ 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４２２－１２１：１０．６１� １７０．２�
６１２ プリマベーラシチー 牝５栗 ５５ 伊藤 工真 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 日高 富川田中牧場 B４６２－ ４１：１０．７� １９．６�
３５ ビップセンノセン 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲平野 優鈴木 邦英氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４４６－ ４ 〃 ハナ ５０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，４４５，２００円 複勝： ２３，４１４，９００円 枠連： １０，８９４，３００円

馬連： ２７，３９０，７００円 馬単： １８，３２２，０００円 ワイド： １３，９５７，７００円

３連複： ３９，８３５，７００円 ３連単： ６４，１７７，６００円 計： ２１２，４３８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ２２０円 枠 連（４－８） ４５０円

馬 連 �� １，１００円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ５６０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ２，１８０円 ３ 連 単 ��� ９，９４０円

票 数

単勝票数 計 １４４４５２ 的中 � ３０２８５（２番人気）
複勝票数 計 ２３４１４９ 的中 � ４７３８５（１番人気）� ３７２８６（２番人気）� ２４４１２（４番人気）
枠連票数 計 １０８９４３ 的中 （４－８） １８１４２（１番人気）
馬連票数 計 ２７３９０７ 的中 �� １８４０２（１番人気）
馬単票数 計 １８３２２０ 的中 �� ６７４１（２番人気）
ワイド票数 計 １３９５７７ 的中 �� ８４４２（１番人気）�� ６０４９（２番人気）�� ５９９８（３番人気）
３連複票数 計 ３９８３５７ 的中 ��� １３５０４（１番人気）
３連単票数 計 ６４１７７６ 的中 ��� ４７６８（２番人気）

ハロンタイム ９．４―１０．６―１１．１―１２．１―１２．６―１３．６

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．４―２０．０―３１．１―４３．２―５５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サマーコード �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００９．６．２０ 福島６着

２００７．４．２９生 牝５鹿 母 スーパーラヴァー 母母 サウスオードリー ２８戦２勝 賞金 ３３，５８９，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ヒノデポベーダ号・プットオンザリッツ号

１００３２ ４月１４日 雨 稍重 （２４福島１）第３日 第８競走 ��２，０００�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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

８１２ スズカアンペール 牡４鹿 ５７ 松山 弘平永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４６０＋ ４１：５９．６ ８．５�

１１ クールエレガンス 牡５青鹿５７ 大野 拓弥臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９６± ０１：５９．８１� ２．５�
５６ シンボリヴァルト 牡４黒鹿５７ 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 ５４２－ ２２：００．２２� ６．９�
７９ カシマパフューム 牝６栗 ５５ 中谷 雄太松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ４３０± ０２：００．５２ ２６．８�
６７ � ジパングダマシイ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一西村 憲人氏 大根田裕之 日高 佐々木 直孝 ４７６－ ２２：００．８２ １６．１�
５５ オメガクリスマス 牝５鹿 ５５ 村田 一誠原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６６＋ ６２：０１．５４ １１．１�
３３ トーセンパーシモン 牡５鹿 ５７ 田中 博康島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 沖田 哲夫 ５４２－ ４２：０１．８２ ３９．２	
８１１ セントヴァリー 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか 水丸牧場 ４４２－ ２２：０１．９クビ ５１．８

４４ フーガフューグ 牝５黒鹿５５ 大庭 和弥千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６４＋ ２２：０２．２１� ４０．３�
６８ � ダノンアンチョ 牡５芦 ５７ 丸田 恭介�ダノックス 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム B５３８－ ４２：０３．１５ ３．５
２２ � サンマルダンサー 牝４栗 ５５ 江田 照男相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４６８＋ ２２：０３．４１� ６７．２�
７１０ レオジュピター 	４鹿 ５７

５４ ▲長岡 禎仁田中 博之氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ４７８－ ４２：０８．１大差 ４５．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １１，６９５，４００円 複勝： １６，１８７，６００円 枠連： ８，２６７，１００円

馬連： ２２，３７８，３００円 馬単： １８，１９８，０００円 ワイド： １０，７４４，８００円

３連複： ２９，１１３，９００円 ３連単： ５６，４６１，８００円 計： １７３，０４６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２１０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（１－８） ７７０円

馬 連 �� ９５０円 馬 単 �� ２，９５０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ６６０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，７５０円 ３ 連 単 ��� １３，３１０円

票 数

単勝票数 計 １１６９５４ 的中 � １０９３７（４番人気）
複勝票数 計 １６１８７６ 的中 � １６４９９（４番人気）� ４１０６０（１番人気）� ２８０５５（３番人気）
枠連票数 計 ８２６７１ 的中 （１－８） ７９９３（４番人気）
馬連票数 計 ２２３７８３ 的中 �� １７５３５（３番人気）
馬単票数 計 １８１９８０ 的中 �� ４５５６（９番人気）
ワイド票数 計 １０７４４８ 的中 �� ７４３７（３番人気）�� ３６９１（８番人気）�� ９６５４（２番人気）
３連複票数 計 ２９１１３９ 的中 ��� １２３２３（３番人気）
３連単票数 計 ５６４６１８ 的中 ��� ３１３２（３６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１０．９―１１．６―１２．３―１２．３―１２．２―１２．４―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．２―３４．１―４５．７―５８．０―１：１０．３―１：２２．５―１：３４．９―１：４７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３７．１
１
３

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

勝馬の
紹 介

スズカアンペール �
�
父 ロイヤルスズカ �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー ２０１０．１２．５ 阪神１３着

２００８．４．２７生 牡４鹿 母 スズカアンゼラ 母母 セトアンゼラ ９戦１勝 賞金 ７，２００，０００円
［他本会外：５戦１勝］

〔発走状況〕 レオジュピター号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。危険防止のため外枠から発走。発走時刻２分遅延。
〔制裁〕 レオジュピター号の騎手長岡禎仁は，発馬機内での御法（くぐられた）について過怠金２０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レオジュピター号は，平成２４年５月１４日まで平地競走に出走できない。



１００３３ ４月１４日 雨 稍重 （２４福島１）第３日 第９競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時０５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

７１３ メイショウテキーラ 牡５黒鹿５７ 大野 拓弥松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４７４＋ ８１：４７．１ ４．６�

８１５ エルチョコレート 牡６黒鹿５７ 宮崎 北斗三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４７２＋ ４１：４８．１６ ９．５�
６１１ コスモイフリート 牡５栗 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ５０４＋ ４１：４８．２� ３．４�
７１２ ミスタールイス 牡５青 ５７ 勝浦 正樹田島榮二郎氏 中野 栄治 新ひだか 原 忠夫 ４６２± ０１：４８．４１� ６０．１�
３５ ベジャールコード 牡４黒鹿５７ 松田 大作千明牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 城地 清満 ４９４－１４１：４８．５クビ ３９．３�
６１０ ニシノサンタロウ 牡５黒鹿５７ 丸田 恭介西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ５５４－１４１：４８．７１� ６．５�
８１４ トップストライド 牡４鹿 ５７ 村田 一誠�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 B４８４± ０ 〃 アタマ ９．９	
５８ ハッピーライフ 牝５栗 ５５ 柴山 雄一江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 ４４０－ ７１：４９．１２� ８８．０

２２ アプローチミー 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲平野 優吉澤 克己氏 相沢 郁 浦河 駿河牧場 ４８０± ０１：４９．２クビ １９．１�
４６ キングシャーロット 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人馬場 幸夫氏 栗田 徹 新ひだか 上村 清志 ４８２＋ ６１：４９．３� １５．１�
１１ � サトノコンテッサ 牝５栗 ５５ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム ４５６－ ８ 〃 クビ ４３．８
４７ デルマインドラ 牡４鹿 ５７ 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム ５４６＋１６１：４９．５１ １１．８�
３４ � コーイヌール �４鹿 ５７ 中谷 雄太 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム ４６２－ ４１：４９．６� ４８．４�
５９ � シュガーキッス 牝４鹿 ５５ 江田 照男ディアレスト 高橋 裕 新冠 山内 鈴子 ４５０＋ １ 〃 ハナ ２８．３�
２３ � ラビットファレル 牝４栗 ５５

５２ ▲原田 和真喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４５８± ０１：５０．３４ １８．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，１２１，０００円 複勝： ２４，７８２，５００円 枠連： １５，０２６，０００円

馬連： ３４，５４０，６００円 馬単： ２４，６１２，５００円 ワイド： １６，４９２，５００円

３連複： ４９，４２５，４００円 ３連単： ８５，９６４，０００円 計： ２６５，９６４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １７０円 � ２６０円 � １６０円 枠 連（７－８） ９４０円

馬 連 �� １，７５０円 馬 単 �� ２，７９０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ４００円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，７９０円 ３ 連 単 ��� １１，９２０円

票 数

単勝票数 計 １５１２１０ 的中 � ２６２８９（２番人気）
複勝票数 計 ２４７８２５ 的中 � ３９９０２（２番人気）� ２１１８２（５番人気）� ４８１８６（１番人気）
枠連票数 計 １５０２６０ 的中 （７－８） １１８７８（４番人気）
馬連票数 計 ３４５４０６ 的中 �� １４５７４（５番人気）
馬単票数 計 ２４６１２５ 的中 �� ６５２７（５番人気）
ワイド票数 計 １６４９２５ 的中 �� ６６２４（４番人気）�� １０６６３（１番人気）�� ７７０１（３番人気）
３連複票数 計 ４９４２５４ 的中 ��� ２０４７７（１番人気）
３連単票数 計 ８５９６４０ 的中 ��� ５３２３（７番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．５―１１．９―１２．６―１３．０―１２．７―１２．９―１２．６―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．６―３０．５―４３．１―５６．１―１：０８．８―１：２１．７―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

メイショウテキーラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Creek デビュー ２００９．１１．２８ 東京８着

２００７．２．６生 牡５黒鹿 母 スイートストームクリーク 母母 Miss Angel Too ２０戦３勝 賞金 ３０，６８０，０００円
※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 コスモゴールデン号

１００３４ ４月１４日 雨 稍重 （２４福島１）第３日 第１０競走 ��
��１，２００�

ゆき

雪 う さ ぎ 賞
発走１４時４０分 （芝・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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

２３ アースソニック 牡３鹿 ５６ 松田 大作前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４６４－ ２１：０９．３ ２．０�

４８ ツヨシノブルーム 牡３芦 ５６ 竹之下智昭横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：０９．５１� １２．０�
３６ シルクブルックリン 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太有限会社シルク上原 博之 新冠 対馬 正 ５４４＋ ６１：０９．７１� ８．８�
５１０ オオタニジムチョウ 牡３黒鹿５６ 増沢由貴子國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム ４６２－ ２１：０９．９１� １５．３�
６１１ アルファジョイー 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太近藤 元子氏 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４８４＋ ８ 〃 クビ ２１．５�
６１２ シンワクイーン 牝３鹿 ５４ 梶 晃啓若尾 昭一氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 ４４４－ ４１：１０．１１� ６２．１�
７１４ キクノストーム 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真菊池 五郎氏 牧田 和弥 浦河 高村牧場 ４７０－ ８ 〃 ハナ ３６．３�
４７ シゲルシバグリ 牡３栗 ５６ 松山 弘平森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 高橋 修 ４７６－ ８ 〃 クビ １９．６	
８１６� ドリームパワー 牝３鹿 ５４ 平野 優
大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４２８ 〃 ハナ ７８．３�
３５ ビッグプレゼンター 牡３鹿 ５６ 西村 太一西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 乾 皆雄 ４６０± ０１：１０．２クビ ８３．０�
８１５ サハラブレイヴ 牡３栗 ５６ 黛 弘人 グリーンファーム 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６１：１０．３	 ２４．１�
５９ スマイルゲート 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 ４３４－ ２１：１０．４	 ３１．９�
１２ シルクティソナ 牡３黒鹿５６ 村田 一誠有限会社シルク山内 研二 新ひだか 今 牧場 ４８６－１０１：１１．３５ ８２．５�
１１ ツクバヴァンクール 牡３鹿 ５６ 上村 洋行細谷 武史氏 田中 清隆 日高 正和山本牧場 ４３８＋ ４１：１１．４	 １６．４�
２４ グラスメジャー 牡３鹿 ５６ 江田 照男半沢
 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４８８± ０１：１１．５� ５．９�

（１５頭）
７１３ ヴ ェ ル テ ュ 牝３鹿 ５４ 横山 和生エデンアソシエーション 牧 光二 新ひだか 土田農場 ４９８－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １９，０８９，９００円 複勝： ３０，００２，９００円 枠連： １６，１５７，８００円

馬連： ４７，２４６，７００円 馬単： ３５，２００，８００円 ワイド： ２２，７８３，５００円

３連複： ６６，６３４，６００円 ３連単： １２２，２５８，４００円 計： ３５９，３７４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � ２１０円 枠 連（２－４） ５５０円

馬 連 �� ９００円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ３９０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ２，９１０円 ３ 連 単 ��� ９，３４０円

票 数

単勝票数 差引計 １９０８９９（返還計 １０７４） 的中 � ７８４６７（１番人気）
複勝票数 差引計 ３０００２９（返還計 １４３６） 的中 � １０５５６５（１番人気）� ２５５２７（４番人気）� ３０３７３（３番人気）
枠連票数 差引計 １６１５７８（返還計 １８６） 的中 （２－４） ２１８６９（１番人気）
馬連票数 差引計 ４７２４６７（返還計 ７３８０） 的中 �� ３８８４９（３番人気）
馬単票数 差引計 ３５２００８（返還計 ５３３４） 的中 �� ２０６６８（３番人気）
ワイド票数 差引計 ２２７８３５（返還計 ３９５８） 的中 �� １４７９９（３番人気）�� １４８８４（２番人気）�� ７１４０（７番人気）
３連複票数 差引計 ６６６３４６（返還計 １８０８０） 的中 ��� １６９４４（６番人気）
３連単票数 差引計１２２２５８４（返還計 ３１５６６） 的中 ��� ９６６１（１１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．１―１１．７―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．６―４５．３―５７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アースソニック �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１１．１１．６ 京都１着

２００９．４．３生 牡３鹿 母 ダイヤモンドピアス 母母 タマモダイヤモンド ８戦２勝 賞金 ２５，０７８，０００円
〔競走除外〕 ヴェルテュ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１８頭 アイアムネフライト号・アブマーシュ号・カシノエルフ号・ゴールデンポケット号・サウスビクトル号・

サウンドガガ号・サクラエミネント号・ジャーエスペランサ号・ツーオブアス号・ドナメデューサ号・
トロピカルメジャー号・ドーリーガール号・バウンダリーワン号・パープルタイガー号・フクノハツヒメ号・
ブランダムール号・ミラクルムーン号・ローレルエナジー号



１００３５ ４月１４日 雨 稍重 （２４福島１）第３日 第１１競走 ��１，７００�ラ ジ オ 福 島 賞
発走１５時２０分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下，２３．４．１６以降２４．４．８まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

ラジオ福島賞（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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

６１０ マンボダンサー 牡４鹿 ５４ 長谷川浩大�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 ４６８＋ ２１：４６．６ １２．０�

６１１ スマートルシファー 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 ５０６± ０１：４６．８１� ２．４�
２２ ステキナシャチョウ 牡５鹿 ５７ 大下 智池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 ４５４－ ２１：４７．０１� ６．２�
５８ ドリームザネクスト 牡５鹿 ５６ 江田 照男セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 ５０６± ０１：４７．２１ ４．７�
８１４� ヘ リ オ ス 牡５栗 ５４ 勝浦 正樹新木 鈴子氏 高柳 瑞樹 日高 ナカノファーム B４７６－１２１：４７．３� １３．０�
４７ � レオアドミラル 牡６栗 ５４ 大野 拓弥田中 博之氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４９４－ ２ 〃 クビ ２５．３	
２３ ラヴィンライフ 牡６鹿 ５５ 松山 弘平 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８－ ４１：４７．４クビ ９．０

３４ レオキュート 牝５黒鹿５１ 丸田 恭介�レオ 木村 哲也 浦河 江谷 重雄 ４３８－ ４１：４７．５� ５２．２�
７１２� ユウターウェーヴ 牡５栗 ５４ 柴山 雄一北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４９６＋１０１：４８．１３� ４４．２�
７１３ ヤマニンパソドブル 牝５青鹿５１ 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４６６± ０ 〃 クビ １４．９
１１ ドリームハッチ 牡６黒鹿５１ 平野 優矢野 和雅氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４８４－ ４１：４８．３１� ６６．１�
５９ � ビッグジャンパー 牡６栗 ５３ 大庭 和弥宮田 直也氏 藤原 辰雄 新冠 川上 悦夫 ４５４＋ ４ 〃 クビ ９８．８�
４６ フ ォ ー ミ ー 牝４鹿 ５１ 横山 和生 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４７６＋ ８１：４８．４クビ １２１．３�
３５ � バリアントバイオ 牡６栗 ５４ 西田雄一郎バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 B４８４－ ８１：４９．１４ １４２．８�
８１５ ワンダースル 牝６青鹿５１ 荻野 琢真山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 ４７４＋ ２１：４９．４１� ２１１．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，６２０，４００円 複勝： ４０，４７８，４００円 枠連： ２６，６８９，５００円

馬連： １０６，５７１，２００円 馬単： ６５，０３３，１００円 ワイド： ３７，４３２，８００円

３連複： １４２，５３０，６００円 ３連単： ２７５，２７４，１００円 計： ７２２，６３０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ２７０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（６－６） １，６４０円

馬 連 �� １，６３０円 馬 単 �� ３，７９０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� １，１９０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ３，５００円 ３ 連 単 ��� ２３，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２８６２０４ 的中 � １８８６１（５番人気）
複勝票数 計 ４０４７８４ 的中 � ３１３３０（５番人気）� ９８３３１（１番人気）� ５４９６０（３番人気）
枠連票数 計 ２６６８９５ 的中 （６－６） １２０４２（６番人気）
馬連票数 計１０６５７１２ 的中 �� ４８４５９（５番人気）
馬単票数 計 ６５０３３１ 的中 �� １２６９５（１４番人気）
ワイド票数 計 ３７４３２８ 的中 �� １６０４５（５番人気）�� ７２５４（１６番人気）�� ２３０９６（２番人気）
３連複票数 計１４２５３０６ 的中 ��� ３０１１１（１０番人気）
３連単票数 計２７５２７４１ 的中 ��� ８８３０（６３番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．５―１２．０―１３．０―１３．１―１２．６―１２．３―１２．３―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．６―３０．６―４３．６―５６．７―１：０９．３―１：２１．６―１：３３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

マンボダンサー �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 Danehill デビュー ２０１０．７．２４ 新潟１１着

２００８．５．６生 牡４鹿 母 ホ シ ノ ユ メ 母母 Gulchesse １２戦３勝 賞金 ２７，９９１，０００円
〔制裁〕 ヤマニンパソドブル号の騎手伊藤工真は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１５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２２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 サマーティアラ号
（非抽選馬）２１頭 エイブルブラッド号・エターナルロブロイ号・クリアザウェイ号・クレーンズラヴァー号・コアレスカポーテ号・

サクラオールイン号・サルジュ号・タケショウカヅチ号・タケルハヤテ号・チャーミーハヅキ号・
トウショウアトム号・トーホウアレス号・パルクエスト号・ヘリオスシチー号・ミラクルセッション号・
メイショウスクラム号・メジロハクリュウ号・ヤマチョウフェア号・ヤマニンミミック号・リサーチアゲン号・
ローンウルフ号

１００３６ ４月１４日 雨 稍重 （２４福島１）第３日 第１２競走 ��
��２，０００�

か わ ま た

川 俣 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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

４４ シルクレイノルズ 牡４青鹿５７ 大野 拓弥有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０－ ４２：０２．２ ３．６�

２２ エーブフウジン 牡４栗 ５７ 吉田 隼人 �レーシングホース
ジャパン 高橋 文雅 新ひだか ダイイチ牧場 B４７２＋ ２２：０２．７３ ９．１�

１１ � サクラボールド 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４７４－ ６ 〃 クビ ２．９�
３３ テーオーゼウス 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介小笹 公也氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 ４８６－ ２２：０２．８� ７．８�
６６ オペラオーカン 牡５黒鹿５７ 村田 一誠吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B４９４± ０２：０２．９� ３４．３�
８９ エバーグリーン 牡４青 ５７ 田中 博康吉田 照哉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２ 〃 クビ ４．０�
８１０� スターリットスカイ 牝４栗 ５５ 柴山 雄一永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４４８－ ４ 〃 ハナ １６．２	
７７ セブンライターズ 牡５黒鹿５７ 木幡 初広熊坂富寿雄氏 宗像 義忠 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４５２－ ６２：０３．２２ ６６．５

７８ バイオレントナイト 牡６鹿 ５７ 松山 弘平�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 ４５２－ ６２：０３．４１	 ５４．５�
５５ スズカマジェスタ 牡４青鹿５７ 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７６＋ ４２：０３．７２ ４６．３

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２２，５０２，３００円 複勝： ３１，４８９，４００円 枠連： １４，０３６，７００円

馬連： ５４，６３８，１００円 馬単： ３９，９０９，０００円 ワイド： ２２，３１６，４００円

３連複： ６９，４１１，８００円 ３連単： １６５，１６２，９００円 計： ４１９，４６６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � ２１０円 � １４０円 枠 連（２－４） １，２８０円

馬 連 �� １，５８０円 馬 単 �� ２，５２０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ２５０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� １，０８０円 ３ 連 単 ��� ７，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２２５０２３ 的中 � ４９７１９（２番人気）
複勝票数 計 ３１４８９４ 的中 � ７５７２３（１番人気）� ２９６３５（５番人気）� ６９８７９（２番人気）
枠連票数 計 １４０３６７ 的中 （２－４） ８１４８（５番人気）
馬連票数 計 ５４６３８１ 的中 �� ２５６７４（７番人気）
馬単票数 計 ３９９０９０ 的中 �� １１７１５（１０番人気）
ワイド票数 計 ２２３１６４ 的中 �� ９６２２（８番人気）�� ２５９００（２番人気）�� １１６８１（６番人気）
３連複票数 計 ６９４１１８ 的中 ��� ４７７７８（３番人気）
３連単票数 計１６５１６２９ 的中 ��� １６３１７（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．７―３７．０―４９．９―１：０２．７―１：１５．４―１：２７．７―１：３９．６―１：５１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．５
１
３
４，６（３，９）（２，５）（１，１０）（７，８）・（４，６）（３，２，５）９（１，１０）７，８

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

勝馬の
紹 介

シルクレイノルズ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．４．２４ 新潟１０着

２００８．１．２２生 牡４青鹿 母 ウイングオブラック 母母 バブルウイングス ７戦２勝 賞金 ２２，３０５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。



（２４福島１）第３日 ４月１４日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７４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

１５２，２９０，０００円
７，６４０，０００円
１，５４０，０００円
１３，５１０，０００円
５８，７５０，５００円
４，５２４，０００円
１，６７０，４００円

勝馬投票券売得金
１７８，００６，５００円
２９７，９７８，６００円
１４１，０３９，５００円
４１７，５４３，７００円
３１０，８２９，０００円
１９４，２０９，６００円
５８２，１４１，０００円
１，０９０，５７５，６００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 ３，２１２，３２３，５００円

総入場人員 ８，８４０名 （有料入場人員 ６，７０６名）


