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１００３７ ４月１５日 晴 稍重 （２４福島１）第４日 第１競走 １，７００�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

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

６１０ シルクラングレー 牡３栗 ５６ 竹之下智昭有限会社シルク友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム ４８２ ―１：４９．７ ３１．４�

７１２ サクラレグナム 牡３栗 ５６ 大野 拓弥�さくらコマース小笠 倫弘 新冠 川上牧場 ５２０ ―１：４９．８� ７４．９�
７１３ ラニカイツヨシ 牡３青鹿５６ 上村 洋行横瀬 兼二氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 ４６６＋ ４１：４９．９� ５．７�
２３ タイガーシード 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 ４８０－ ６ 〃 アタマ １１．３�
４６ セトノアイガー 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ５１０± ０１：５０．３２� ４．８�
３４ ゴシェナイト 牡３黒鹿５６ 村田 一誠 �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４７８－１０１：５０．５１� ３４．４	
３５ アサクサニッポン 牡３青 ５６ 的場 勇人田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：５０．７１ ３．９

５８ ブルースイショウ 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志平本 敏夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４７６－ ８ 〃 ハナ ４．５�
８１４ ラ フ ァ ダ リ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹 H.H．シェイク・ハムダン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９６＋ ４１：５１．２３ ９７．０�
２２ ミスターナインワン 牡３鹿 ５６ 岩部 純二増山 武志氏 萱野 浩二 新冠 ムラカミファーム ４５４＋ ４１：５１．３� １０８．１
５９ エ ク セ ラ ン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人井上 修一氏 大竹 正博 新ひだか グランド牧場 ４６２－ ２１：５１．４� １７．８�
８１５ チキリリキオー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 高橋フアーム ４７０＋ ６１：５１．５クビ １１４．６�
１１ タケカバルバロッサ 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介池永 靖子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４７８ ―１：５１．６� １１．９�
４７ チ ョ ウ ウ ン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲横山 和生福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 恵比寿牧場 ４９２＋ ３１：５１．９１� ２７．０�
６１１ ダンツフォーカス 牡３鹿 ５６ 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 折手牧場 ４７６－１２１：５３．３９ ４５．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，８１９，４００円 複勝： １９，００４，２００円 枠連： ８，２６４，５００円

馬連： ２５，３５５，０００円 馬単： １９，０３６，２００円 ワイド： １３，０５０，９００円

３連複： ３９，５０１，０００円 ３連単： ５８，１１１，０００円 計： １９３，１４２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１４０円 複 勝 � １，３３０円 � ２，３７０円 � ３２０円 枠 連（６－７） ４，４６０円

馬 連 �� ８７，８５０円 馬 単 �� １４３，３６０円

ワ イ ド �� １５，８８０円 �� ４，６４０円 �� ６，８４０円

３ 連 複 ��� ２３５，１００円 ３ 連 単 ��� ２，１４４，３００円

票 数

単勝票数 計 １０８１９４ 的中 � ２７２３（９番人気）
複勝票数 計 １９００４２ 的中 � ３５２３（１１番人気）� １９１８（１３番人気）� １８５３０（４番人気）
枠連票数 計 ８２６４５ 的中 （６－７） １３６８（１９番人気）
馬連票数 計 ２５３５５０ 的中 �� ２１３（８１番人気）
馬単票数 計 １９０３６２ 的中 �� ９８（１５０番人気）
ワイド票数 計 １３０５０９ 的中 �� ２０１（８２番人気）�� ６９６（４０番人気）�� ４７０（５６番人気）
３連複票数 計 ３９５０１０ 的中 ��� １２４（２５９番人気）
３連単票数 計 ５８１１１０ 的中 ��� ２０（１７１６番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．５―１１．６―１３．５―１４．４―１２．９―１３．１―１３．２―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．４―３０．０―４３．５―５７．９―１：１０．８―１：２３．９―１：３７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３８．９
１
３

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

勝馬の
紹 介

シルクラングレー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．５．１７生 牡３栗 母 ジ ブ リ ー ル 母母 キャサリーンパー １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 タケカバルバロッサ号の騎手丸田恭介は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（８番・３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 エイブルトップガン号・サンクフルネス号

１００３８ ４月１５日 晴 稍重 （２４福島１）第４日 第２競走 ２，０００�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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

４７ ヤ ヤ ラ ー ラ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２８＋１０２：０２．６ ３１．１�

６１２ ラクリモーサ 牝３青鹿５４ 宮崎 北斗 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４３０－１０２：０２．７� １０．６�
７１３ カハラビスティー 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 ４８０－ ８２：０２．８� １．４�
１２ スカイトラベラー 牝３鹿 ５４ 田中 博康吉田 正志氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム ３９８ ― 〃 ハナ １０．３�
５１０ アスペンゴールド 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�G１レーシング 久保田貴士 新ひだか 追分ファーム ４３４＋ ８ 〃 ハナ ２４．２�
６１１ コスモバルバラ 牝３黒鹿５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム ４２０－１０２：０２．９クビ ９．０	
４８ シャムローグ 牝３鹿 ５４ 松山 弘平 �キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ４００－ ４２：０３．５３� ６３．０

５９ スイートガガ 牝３鹿 ５４ 国分 優作有限会社シルク吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４５０－ ６２：０３．６� ３５．５�
１１ ダーレームーン 牝３鹿 ５４ 的場 勇人守内 満氏 堀井 雅広 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４１６－１４２：０３．７� ５１．０�
８１６ ニューステップ 牝３栗 ５４ 丸田 恭介金井 順一氏 鈴木 孝志 日高 道見牧場 ４７０ ―２：０４．０１� ９０．２
３６ ウエスタンジャンヌ 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム ４５２＋ ４２：０４．７４ １２５．５�
２３ ガムシロップ 牝３青鹿５４ 村田 一誠�飛渡牧場 菊沢 隆徳 新冠 小泉 学 ４６４ ―２：０４．８� １２１．５�
８１５ リエオンワード 牝３栗 ５４ 上村 洋行樫山 ハル氏 松山 康久 浦河 オンワード牧場 ４３２ ―２：０５．４３� １１８．５�
３５ マンハッタンブーケ 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋池住 安信氏 牧浦 充徳 新ひだか 下屋敷牧場 ４９０ ― 〃 クビ ２９．９�
２４ フジノフラワー 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 ４８０－ ４２：０５．６１� ２２３．５�
７１４ ベ レ ス プ リ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広吉田 和子氏 松永 幹夫 新冠 若林牧場 ４５８－ ２２：０６．３４ ４４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，４７１，６００円 複勝： ３９，７５８，０００円 枠連： ９，６３５，１００円

馬連： ２１，９０７，１００円 馬単： １９，６６４，２００円 ワイド： １１，７２０，０００円

３連複： ３０，３３５，５００円 ３連単： ５６，０２８，５００円 計： ２０２，５２０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１１０円 複 勝 � ５００円 � ２３０円 � １１０円 枠 連（４－６） ４，３３０円

馬 連 �� １０，５１０円 馬 単 �� ２５，８７０円

ワ イ ド �� ２，６２０円 �� ５５０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ３，０５０円 ３ 連 単 ��� ６１，９００円

票 数

単勝票数 計 １３４７１６ 的中 � ３４１５（７番人気）
複勝票数 計 ３９７５８０ 的中 � ６２４６（８番人気）� １７７１３（３番人気）� ２９３２６２（１番人気）
枠連票数 計 ９６３５１ 的中 （４－６） １６４４（１１番人気）
馬連票数 計 ２１９０７１ 的中 �� １５３９（２３番人気）
馬単票数 計 １９６６４２ 的中 �� ５６１（４９番人気）
ワイド票数 計 １１７２００ 的中 �� ９５１（２７番人気）�� ５１６８（４番人気）�� １３０２５（２番人気）
３連複票数 計 ３０３３５５ 的中 ��� ７３４４（７番人気）
３連単票数 計 ５６０２８５ 的中 ��� ６６８（１６１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．１―１２．８―１３．０―１２．８―１１．９―１１．７―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．８―３５．９―４８．７―１：０１．７―１：１４．５―１：２６．４―１：３８．１―１：５０．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤ ヤ ラ ー ラ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Dahar デビュー ２０１１．９．２５ 中山１１着

２００９．４．１１生 牝３鹿 母 ヒアズホーピング 母母 French Polish ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円

第１回 福島競馬 第４日



１００３９ ４月１５日 晴 稍重 （２４福島１）第４日 第３競走 １，２００�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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１１ マッシヴヒーロー 牡３鹿 ５６ 松山 弘平小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット ４４４－ ２１：１０．３ ２．９�

６１１ バートラムガーデン 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４４０－ ６１：１０．４� ３．９�
１２ ポエティカル 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ３９８－ ６１：１０．７１� ４３．２�
８１５ アリエスプランサー 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ８ 〃 ハナ １２．７�
５１０ オーヴァーボード 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦キャピタルクラブ 田島 良保 浦河 金石牧場 ４５４＋１０ 〃 ハナ ２５．２�
８１６ コンプトンジュエル 牡３芦 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 むかわ 上水牧場 ４３６－ ６１：１０．９１� ４．２	
２３ オーシャンゼリゼ 牡３芦 ５６ 田中 博康金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：１１．０� １８．１

６１２ パシフィックブルー 牝３黒鹿５４ 松田 大作山上 和良氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４３０＋１６１：１１．１� １５．６�
５９ シゲルパイナップル 牡３鹿 ５６ 国分 優作森中 蕃氏 中村 均 日高 三輪牧場 ４９０＋３４１：１１．２クビ ５５．０�
４７ リネンムーン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠戸山 光男氏 蛯名 利弘 新ひだか 片山牧場 ４０８－ ２１：１１．４１� ７８．８
７１４ ゼンノギンタデン 牝３黒鹿５４ 荻野 琢真大迫久美子氏 藤岡 健一 新冠 村上 欽哉 ４２４－２６ 〃 ハナ ９２．７�
３５ ローレルエンデバー 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人 �ローレルレーシング 小野 次郎 新冠 村田牧場 ４７８ ―１：１１．５� ２６．３�
７１３ レディメイアン 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋�樽さゆり氏 本田 優 浦河 宮内牧場 ４４２± ０１：１１．７１� ４２．２�
２４ サンマルヴァーゴ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥相馬 勇氏 佐藤 吉勝 小清水 千島北斗牧場 ４４６－ ４１：１１．９１ ８３．８�
４８ オキナワエミチャン 牝３鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁紙透 一雄氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 B４２８＋１０ （競走中止） ４０．０�
３６ ショウナンアタック 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 神垣 道弘 ４６６－ ６ （競走中止） １４４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，２９３，１００円 複勝： １５，３１３，５００円 枠連： １０，１６６，４００円

馬連： ２１，４５７，７００円 馬単： １５，７７８，５００円 ワイド： １０，５３８，２００円

３連複： ３０，９５６，３００円 ３連単： ４８，２０９，０００円 計： １６３，７１２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � ９５０円 枠 連（１－６） ４８０円

馬 連 �� ６００円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� １，６９０円 �� ３，６９０円

３ 連 複 ��� ９，０８０円 ３ 連 単 ��� ３３，１６０円

票 数

単勝票数 計 １１２９３１ 的中 � ３１７７０（１番人気）
複勝票数 計 １５３１３５ 的中 � ３０４４６（１番人気）� ２５４３３（２番人気）� ２９６６（１１番人気）
枠連票数 計 １０１６６４ 的中 （１－６） １５８７８（２番人気）
馬連票数 計 ２１４５７７ 的中 �� ２６５５４（１番人気）
馬単票数 計 １５７７８５ 的中 �� １１９２２（１番人気）
ワイド票数 計 １０５３８２ 的中 �� １０９４５（１番人気）�� １４１４（２０番人気）�� ６３０（４０番人気）
３連複票数 計 ３０９５６３ 的中 ��� ２５１７（２４番人気）
３連単票数 計 ４８２０９０ 的中 ��� １０７３（８３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．０―１１．９―１２．０―１２．８

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マッシヴヒーロー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．８．７ 小倉４着

２００９．４．９生 牡３鹿 母 トロピカルフラワー 母母 クリスタルトロフィ ４戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔競走中止〕 ショウナンアタック号は，３コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。

オキナワエミチャン号は，３コーナーで，競走を中止した「ショウナンアタック」号に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ショウナンアタック号の騎手平野優は，３コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金７０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 アサクサフレンチ号・コスモアステリクス号・スズカバビロン号・タケデンザビエル号・トーセンマグナム号・

ビッグフット号・ブレイムレスリー号・マイネルプレジャー号

１００４０ ４月１５日 晴 稍重 （２４福島１）第４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

１１ ニライジンク 牡３栗 ５６ 松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ４９０＋ ４１：４８．８ ２．１�

７１３ ロトスカイハイ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥國武 佳博氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４５６＋ ４１：４９．５４ １７．７�
５８ タマモショパン 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４８６－ ８１：４９．８２ １１．６�
２３ ハリケーンピサ 牡３青 ５６ 丸田 恭介市川 義美氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B４３８－ ８１：４９．９� ５８．０�
４７ アサクサマンサク 牡３栗 ５６ 黛 弘人田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０ ―１：５０．０クビ ６８．４�
７１２ ウインゴーウェル 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹�ウイン 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ５３６± ０１：５０．１� １８．３	
６１１ ビロードボイス 牡３芦 ５６ 中谷 雄太松田 整二氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 ４７６－１０ 〃 ハナ １２１．８

３４ � プリモスズカ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 米 Yoshiyuki Ito B４９４－ ６１：５０．２� ３．７�
３５ サダムオベーション 牡３黒鹿５６ 国分 優作大西 定氏 西園 正都 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２－ ２１：５０．６２� ２５．０�
８１４ モンテビアンコ 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 ４７６± ０１：５０．８１� ８．０
８１５ クレバーシリウス 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一田� 正明氏 加藤 和宏 浦河 山本牧場 ４２６－ ２１：５１．２２� １４．２�
５９ マ ッ ド パ イ 牡３青鹿５６ 宮崎 北斗井上 久光氏 高市 圭二 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４８２－ ２１：５１．３クビ １３７．３�
６１０ マウントゼンノエ 牡３鹿 ５６ 池崎 祐介中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４３０－ ６１：５１．７２� ８７．８�
２２ ウインターストーム 牡３鹿 ５６ 木幡 初広上野 直樹氏 小野 次郎 浦河 木村牧場 ４７６－ ８１：５２．２３ １４３．６�
４６ ビッグヘッド 牡３青 ５６ 柴山 雄一ディアレスト 松永 康利 新ひだか 大平牧場 ４７８－ ６１：５２．３� １７１．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，１４９，６００円 複勝： １８，３１７，０００円 枠連： １１，３８９，９００円

馬連： ２８，１５４，８００円 馬単： ２３，１２９，１００円 ワイド： １４，１５８，７００円

３連複： ４１，５２１，６００円 ３連単： ７１，５４８，０００円 計： ２２１，３６８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ３３０円 � ２６０円 枠 連（１－７） １，０４０円

馬 連 �� １，９００円 馬 単 �� ２，１００円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ５２０円 �� １，９７０円

３ 連 複 ��� ５，３６０円 ３ 連 単 ��� ２２，５５０円

票 数

単勝票数 計 １３１４９６ 的中 � ５０７５１（１番人気）
複勝票数 計 １８３１７０ 的中 � ５９９２７（１番人気）� １０６３１（５番人気）� １４８８３（４番人気）
枠連票数 計 １１３８９９ 的中 （１－７） ８１２２（４番人気）
馬連票数 計 ２８１５４８ 的中 �� １０９８８（７番人気）
馬単票数 計 ２３１２９１ 的中 �� ８１４０（６番人気）
ワイド票数 計 １４１５８７ 的中 �� ５０１９（６番人気）�� ７０６２（３番人気）�� １６６６（２１番人気）
３連複票数 計 ４１５２１６ 的中 ��� ５７２７（１７番人気）
３連単票数 計 ７１５４８０ 的中 ��� ２３４２（６０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．３―１８．７―３０．９―４３．８―５７．０―１：０９．８―１：２２．６―１：３５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３９．０
１
３
１，２，３（５，１１）１３（８，１４）（９，１２）１５（７，６）１０，４
１（２，３，１３）（５，１１）（１４，４）（８，１２）９（７，１５，１０）６

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

勝馬の
紹 介

ニライジンク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．１９ 京都１５着

２００９．３．１４生 牡３栗 母 トップレディスター 母母 フラワーゼット ６戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時２０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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 オースミムーン号・カルミナ号・ラブシャーク号
（非抽選馬） １頭 ラッセルフット号



１００４１ ４月１５日 晴 稍重 （２４福島１）第４日 第５競走 ２，０００�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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

３６ マジックポスト 牡３青鹿５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 ４５０＋ ２２：０２．１ ２．６�

７１３ ヴェリタスウオリア 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 有限会社 大
作ステーブル ４６０－１０２：０２．３１� １５．２�

１２ コスモユウチャン 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 ４６２＋ ８２：０２．４� ６．５�
４７ ヤマニンオルタシア 牝３栗 ５４ 柴山 雄一土井 薫氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ５００＋ ２２：０２．５� ２９．１�
７１４ コスモユッカ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 ４６８± ０２：０２．７１� ３．５�
２３ サンライズマハティ 牡３鹿 ５６ 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 ４９０－ ６ 〃 アタマ １６．５�
６１１ マイネルレジェール 牡３黒鹿５６ 伊藤 工真 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４８６－ ２ 〃 アタマ ６１．５

２４ インスピレーション 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹小菅 定雄氏 松山 康久 平取 高橋 啓 ４０４－ ４２：０２．９１� ８７．０�
８１６ エーシンデューク 牡３青鹿５６ 丸田 恭介	栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 ４６６－ ４ 〃 クビ ６．０�
４８ リュドゥラペ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠安原 浩司氏 北出 成人 平取 清水牧場 ４２６－ ４ 〃 ハナ ８７．６
６１２ デルマテンジン 牡３鹿 ５６ 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム ４５０ ―２：０３．０� ５６．１�
３５ トーホウチャペル 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗東豊物産	 武藤 善則 日高 竹島 幸治 ４３０＋ ２２：０３．３２ ２０２．４�
５１０ クイーンバゴ 牝３黒鹿５４ 松田 大作林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４８０－ ４２：０３．６２ １９０．４�
５９ バトルタイガーマン 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎宮川 秋信氏 小野 次郎 新冠 五丸農場 ４５４＋ ６２：０４．３４ １６１．３�
８１５ ミヤコデラックス 牡３鹿 ５６

５３ ▲原田 和真吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B４４０－ ２２：０４．６２ １３４．４�
１１ タイガーゲート 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥栗坂 崇氏 根本 康広 新ひだか キヨタケ牧場 ５２０＋ ８２：０５．０２� ４４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，０２４，２００円 複勝： ２１，８３２，４００円 枠連： １０，５３１，８００円

馬連： ２８，１５１，０００円 馬単： ２２，０１１，９００円 ワイド： １５，５７４，７００円

３連複： ４１，１８９，７００円 ３連単： ７０，７３４，１００円 計： ２２５，０４９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � ３００円 � ２００円 枠 連（３－７） ４１０円

馬 連 �� １，４４０円 馬 単 �� ２，３００円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ３５０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ２，２５０円 ３ 連 単 ��� １１，０１０円

票 数

単勝票数 計 １５０２４２ 的中 � ４６９６６（１番人気）
複勝票数 計 ２１８３２４ 的中 � ６３０８１（１番人気）� １４１５２（５番人気）� ２６２７２（４番人気）
枠連票数 計 １０５３１８ 的中 （３－７） １９０７６（１番人気）
馬連票数 計 ２８１５１０ 的中 �� １４４４１（５番人気）
馬単票数 計 ２２０１１９ 的中 �� ７０６７（８番人気）
ワイド票数 計 １５５７４７ 的中 �� ６５２７（６番人気）�� １１９７５（３番人気）�� ３３８８（１３番人気）
３連複票数 計 ４１１８９７ 的中 ��� １３５２４（５番人気）
３連単票数 計 ７０７３４１ 的中 ��� ４７４２（２２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．６―３５．２―４８．１―１：０１．０―１：１３．６―１：２５．８―１：３７．９―１：４９．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マジックポスト �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 タマモクロス デビュー ２０１１．８．６ 新潟７着

２００９．４．１３生 牡３青鹿 母 ポストイグニション 母母 ミヤマビユーテイー ６戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時４５分に変更。
〔騎手変更〕 トーホウチャペル号の騎手平野優は，第３競走での落馬負傷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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 アグネスフレーズ号・ヴェルーテ号・クラシックヴィオラ号・クリノエルヴィス号・ジェネカー号・ブラックレイン号・

マサキセキ号・メイショウジプシー号・ルミナスレッド号

１００４２ ４月１５日 晴 良 （２４福島１）第４日 第６競走 ２，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時３０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

２：３０．２
２：２８．６

重

不良

４８ バンダムミラージュ 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人山科 統氏 国枝 栄 浦河 バンダム牧場 B４８２－ ６２：３７．２ ２．７�

６１１ ビレッジブライト 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹村山 輝雄氏 藤原 辰雄 新ひだか 飛野牧場 ４９０＋ ４ 〃 クビ １４．６�
３６ ナンヨースラッガー 牡５芦 ５７

５４ ▲西村 太一中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ５０６－ ６２：３７．３� ５０．８�
７１４ ゴッドハンド 牡４栗 ５７

５４ ▲藤懸 貴志幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 上野 正恵 ５０８＋ ８２：３７．４クビ ４．７�
２３ シベリアンファクト 牡５栗 ５７ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４８０－ ４ 〃 クビ ６．３�
７１３ アカシローレル 牡５黒鹿５７ 伊藤 工真臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４５４＋ ２２：３７．５� ４７．３�
６１２ アイティテイオー 牡４栗 ５７ 木幡 初広一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６０－ ４２：３７．７１� ２１．９�
１１ リキサンヒーロー 牡５栗 ５７ 大野 拓弥 	ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４７４－ ２２：３７．８クビ １７．３

５９ ヤマニンティグル 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４７８＋ ４２：３８．０１� １０．８�
４７ ラ グ ナ ロ ク �６黒鹿５７ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B４８０－１０ 〃 ハナ １３．２�
１２ � ワンダーダーク 牡５鹿 ５７ 荻野 琢真山本 信行氏 羽月 友彦 日高 天羽 禮治 ４４２－ ８２：３８．２１� ２７６．６
８１５ ヤマニンクラバット 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介土井 肇氏 佐藤 吉勝 浦河 廣田 伉助 ４８４＋ ４２：３８．６２� ４７．８�
２４ ニシノシャイナー 牡５栗 ５７ 村田 一誠西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４８０± ０２：３９．４５ ７５．３�
３５ テイエムハリアー 牡６芦 ５７ 松山 弘平竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４４４－１０ 〃 ハナ １４．４�
８１６ シンボリシュテルン 牡４黒鹿５７ 田中 博康シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 ５１６－ ２２：３９．５クビ ９９．８�
５１０ ソウルオブエイチ 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋広尾レース� 森 秀行 大樹 大樹ファーム ４８０－ ４２：４０．８８ ４３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，３６９，７００円 複勝： １６，９６７，９００円 枠連： ９，５０３，７００円

馬連： ２３，５８７，７００円 馬単： １６，９８２，０００円 ワイド： １２，６４２，２００円

３連複： ３６，４５８，０００円 ３連単： ５５，４５４，５００円 計： １８２，９６５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � ４００円 � ４４０円 枠 連（４－６） ６６０円

馬 連 �� １，８９０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド �� ７００円 �� １，５３０円 �� ８，４９０円

３ 連 複 ��� ３１，４７０円 ３ 連 単 ��� １１６，２７０円

票 数

単勝票数 計 １１３６９７ 的中 � ３３４６６（１番人気）
複勝票数 計 １６９６７９ 的中 � ４１９３５（１番人気）� ９３４６（７番人気）� ８３８６（８番人気）
枠連票数 計 ９５０３７ 的中 （４－６） １０６３０（２番人気）
馬連票数 計 ２３５８７７ 的中 �� ９２３２（５番人気）
馬単票数 計 １６９８２０ 的中 �� ４４３０（７番人気）
ワイド票数 計 １２６４２２ 的中 �� ４７２２（５番人気）�� ２０２１（１６番人気）�� ３４９（７８番人気）
３連複票数 計 ３６４５８０ 的中 ��� ８５５（１０３番人気）
３連単票数 計 ５５４５４５ 的中 ��� ３５２（３６０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．１―２４．９―３８．１―５２．０―１：０５．７―１：１９．３―１：３２．９―１：４５．７―１：５７．８―２：１０．５―２：２３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５１．５―３F３９．４
１
�

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

勝馬の
紹 介

バンダムミラージュ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１１．５．８ 東京１１着

２００８．４．１５生 牡４黒鹿 母 ステージバンダム 母母 ユーワキャンディー ９戦２勝 賞金 １５，１６０，０００円
〔騎手変更〕 アイティテイオー号の騎手平野優は，第３競走での落馬負傷のため木幡初広に変更。
※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。
（非抽選馬） １頭 マーブルジーン号



１００４３ ４月１５日 晴 良 （２４福島１）第４日 第７競走 １，７００�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

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

５９ アドマイヤジャコモ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４９８－ ４１：４７．６ ２．３�

８１５ シルクパルサー 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８８－ ２１：４７．７� ４．８�
５８ ベルモントメジャー 牡４鹿 ５７

５４ ▲横山 和生 �ベルモントファーム 鈴木 伸尋 新冠 ベルモント
ファーム ５２４± ０１：４７．９１� ８．９�

４７ アポロストーム 牡６栗 ５７ 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ５０２－１０１：４８．０� ２０．６�
２２ デュアルサクセス 牡５黒鹿５７ 勝浦 正樹吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４４４＋ ２１：４８．６３� ４．８�
６１１ クオリティタイム �６鹿 ５７ 渡辺 薫彦名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム ４２４－ ４１：４８．８１� ２５．２	
１１ ゼ ロ セ ン �４鹿 ５７ 柴山 雄一長谷川光司氏 日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム ４４８－２０ 〃 ハナ ５２．５

６１０ リアルフリーダム 牡５黒鹿５７ 松田 大作吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：４８．９� １２．５�
２３ カシノピストン 牡５芦 ５７ 松山 弘平柏木 務氏 鈴木 孝志 熊本 竹原 孝昭 ４７６± ０１：４９．１１� ２５６．６�
３５ パーフェクトバイオ 牡６黒鹿５７ 国分 優作バイオ� 坪 憲章 安平 ノーザンファーム B４７０± ０ 〃 クビ ２６．３
４６ ディフィーター �６青鹿５７ 伊藤 工真岡田 牧雄氏 清水 美波 むかわ 市川牧場 ４８０－ ２１：５０．０５ １３６．９�
７１３ イマカツタイガー 牡７栗 ５７

５４ ▲菅原 隆一今西 和雄氏 昆 貢 浦河 多田 善弘 ４８８－ ２ 〃 クビ ５３．６�
３４ ナムラオーシャン 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥奈村 信重氏 松永 康利 新ひだか 平野牧場 ４８６＋ ６１：５０．６３� ９５．９�
８１４ エムオーハンズ 牝５栗 ５５ 古川 吉洋大浅 貢氏 黒岩 陽一 むかわ 貞広 賢治 ４６６－ ４１：５０．７� １９７．７�
７１２ マルターズグロウヴ 牡４黒鹿５７ 村田 一誠藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ４９８＋ ６１：５２．５大差 ３５．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，７４９，６００円 複勝： ２１，７３５，２００円 枠連： １０，２３２，６００円

馬連： ３０，０１９，９００円 馬単： ２１，７４０，０００円 ワイド： １４，４４７，０００円

３連複： ４１，１９２，４００円 ３連単： ７２，９５８，２００円 計： ２２７，０７４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ２３０円 枠 連（５－８） ４５０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� ７７０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ４００円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� １，３２０円 ３ 連 単 ��� ４，５００円

票 数

単勝票数 計 １４７４９６ 的中 � ５０６７３（１番人気）
複勝票数 計 ２１７３５２ 的中 � ６８８２５（１番人気）� ３４２１２（３番人気）� １８３５７（４番人気）
枠連票数 計 １０２３２６ 的中 （５－８） １６９６５（２番人気）
馬連票数 計 ３００１９９ 的中 �� ４７６７０（１番人気）
馬単票数 計 ２１７４００ 的中 �� ２１０３０（１番人気）
ワイド票数 計 １４４４７０ 的中 �� １７８８７（１番人気）�� ８６０３（３番人気）�� ４８４１（６番人気）
３連複票数 計 ４１１９２４ 的中 ��� ２３１４９（２番人気）
３連単票数 計 ７２９５８２ 的中 ��� １１９７９（５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．５―３０．１―４２．３―５５．６―１：０８．４―１：２１．４―１：３４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤジャコモ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１１．２．２０ 京都８着

２００８．４．２７生 牡４鹿 母 アドマイヤモンロー 母母 Steady １２戦２勝 賞金 １９，８８０，０００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 バトルシュリイマン号

１００４４ ４月１５日 晴 良 （２４福島１）第４日 第８競走 １，２００�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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１４ メイショウデューイ 牡６鹿 ５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４７４－ ８１：０９．５ １０．２�

７１３ ノーザンソング 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４７２－ ６ 〃 クビ ４４．９�
４７ マ シ ラ 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２＋１０１：０９．６クビ ５．０�
７１２ サンライズポパイ 牡４鹿 ５７ 松山 弘平松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４５０± ０ 〃 クビ １９．７�
２２ アースツリー 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４３８－１２１：０９．７クビ ７．４�
３５ グランサンク 牝４栗 ５５ 伊藤 工真村木 隆氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 B４７６－ ２ 〃 ハナ ４．２�
５９ スイートシャルマン 牝４鹿 ５５ 黛 弘人シンボリ牧場 奥平 雅士 日高 シンボリ牧場 ４７６＋ ２ 〃 同着 ６８．０	
４６ � ノッティングガール 牝４鹿 ５５ 鈴来 直人加藤 信之氏 清水 英克 日高 有限会社

ケイズ ４８４＋１０１：０９．８クビ １１６．９

１１ ラバーフロー 牡４栗 ５７ 丸田 恭介 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム ４２６＋ ２ 〃 ハナ ５１．１�
６１１ コーンドリー 牝４黒鹿５５ 田中 博康 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２１：１０．０１� １６．８�
６１０ アウトオブオーダー 牡６鹿 ５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ５０６－ ２１：１０．１� ３．４
３４ ス ナ ン 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 安藤牧場 ４３６－１４１：１０．３１� １５．８�
８１５� モ ノ リ ス �５芦 ５７ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 新開 幸一 日高 原田牧場 ４６４＋ ４１：１０．４� ７６．０�
５８ ナガレボシイチバン 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥尾上 松壽氏 藤原 辰雄 新ひだか 小倉 光博 ４５６± ０ 〃 クビ ３２．２�
２３ フロールジェナ 牝４鹿 ５５ 中谷 雄太小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４２０＋ ４１：１０．７１� １２５．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，３１２，９００円 複勝： １８，８１２，７００円 枠連： ９，９７９，７００円

馬連： ２８，４６２，５００円 馬単： １９，０８８，７００円 ワイド： １４，１９２，１００円

３連複： ４０，７７１，４００円 ３連単： ６８，９００，５００円 計： ２１４，５２０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ２８０円 � ８７０円 � ２４０円 枠 連（７－８） ３，５８０円

馬 連 �� １３，６６０円 馬 単 �� ２６，４９０円

ワ イ ド �� ４，５１０円 �� １，０２０円 �� ３，１８０円

３ 連 複 ��� ３２，４３０円 ３ 連 単 ��� ２３２，１９０円

票 数

単勝票数 計 １４３１２９ 的中 � １１１５７（５番人気）
複勝票数 計 １８８１２７ 的中 � １８４９９（４番人気）� ４７９０（１０番人気）� ２３８８９（２番人気）
枠連票数 計 ９９７９７ 的中 （７－８） ２０６２（１６番人気）
馬連票数 計 ２８４６２５ 的中 �� １５３８（４２番人気）
馬単票数 計 １９０８８７ 的中 �� ５３２（７７番人気）
ワイド票数 計 １４１９２１ 的中 �� ７５８（４７番人気）�� ３５７４（１１番人気）�� １０８２（３４番人気）
３連複票数 計 ４０７７１４ 的中 ��� ９２８（９７番人気）
３連単票数 計 ６８９００５ 的中 ��� ２１９（６７７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．２―１０．６―１１．４―１２．１―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．３―３２．９―４４．３―５６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウデューイ �
�
父 メイショウドトウ �

�
母父 Kris S. デビュー ２００９．５．２ 新潟１着

２００６．４．１８生 牡６鹿 母 メイショウサブリナ 母母 タラズチャーマー １７戦２勝 賞金 １７，１７０，０００円
〔騎手変更〕 ナガレボシイチバン号の騎手平野優は，第３競走での落馬負傷のため大野拓弥に変更。
〔制裁〕 アースツリー号の騎手勝浦正樹は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（６番への進路影響）
※出走取消馬 サンデンマックス号（疾病〔左肩跛行〕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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ティルトウイング号



１００４５ ４月１５日 晴 良 （２４福島１）第４日 第９競走 ��１，１５０�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

１：０６．９
１：０６．９

良

良

１１ � シゲルカイチョウ 牡４黒鹿５７ 松山 弘平森中 蕃氏 吉村 圭司 米 Dr. John
Piconi ４９８＋ ２１：０８．６ ３．１�

４８ タイキガラハッド 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹�大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ ５０４＋ ６１：０８．８１� ２．４�

２３ エーティーショパン 牡６栗 ５７
５４ ▲藤懸 貴志荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４７０－１０１：０９．０１� ６６．４�

７１３ ブルーデライト 牝６栗 ５５
５２ ▲横山 和生 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 三石 中村 和夫 ４７２－ ２１：０９．３２ １３１．５�

８１６ ミ ス コ マ チ 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲西村 太一西村 專次氏 小笠 倫弘 新冠 八木 常郎 ４３６－ ６１：０９．８３ ８２．９�

７１４� アスターポメリー 牡４栗 ５７ 松田 大作加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Joanne Crowe &
Donald Crowe ４２８－ ９１：０９．９� ５５．７	

５９ ベルモントエルメス 牝６鹿 ５５ 吉田 隼人 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント
ファーム ５０８－ ２ 〃 ハナ ２０．５


２４ アイムヒアー 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ １３．２�
６１１ マッシヴリーダー 牡４栗 ５７ 柴山 雄一小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４７２－１０ 〃 クビ １８．９�
１２ タマモウイッシュ 牡４青 ５７ 丸田 恭介タマモ� 清水 英克 新冠 対馬 正 ４２０－ ２１：１０．０クビ ４１．０
３５ スズカジェネラル 牡５栗 ５７ 宮崎 北斗永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４８２＋ ４１：１０．３２ １５１．９�
６１２ ホ ウ ウ ン 牡５黒鹿５７ 荻野 琢真泉 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 沖田 哲夫 ５４０＋１２１：１０．４クビ １７４．８�
４７ タカノキング 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 ４７２－ ８ 〃 ハナ ５．７�
３６ トーホウガーデン 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４５４－ ６ 〃 アタマ ３０．９�
５１０� キングリホリホ 牡４栗 ５７ 上村 洋行平井 裕氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４７０＋ ６１：１０．７１	 ３０．９�
８１５� ベッロバンビーナ 牝４鹿 ５５

５２ ▲原田 和真ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 浦河 伏木田牧場 ４０８－１４１：１１．２３ ２８２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，４３０，７００円 複勝： ２２，９９５，８００円 枠連： １４，０４２，５００円

馬連： ３９，１３８，７００円 馬単： ２７，７４６，７００円 ワイド： １７，６９４，４００円

３連複： ５２，８３１，９００円 ３連単： １０３，３５３，１００円 計： ２９３，２３３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ５９０円 枠 連（１－４） ２５０円

馬 連 �� ３４０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ２，０６０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� ４，７８０円 ３ 連 単 ��� １７，５８０円

票 数

単勝票数 計 １５４３０７ 的中 � ３９５０８（２番人気）
複勝票数 計 ２２９９５８ 的中 � ４８３５５（２番人気）� ６６８１７（１番人気）� ５９４７（９番人気）
枠連票数 計 １４０４２５ 的中 （１－４） ４２８７３（１番人気）
馬連票数 計 ３９１３８７ 的中 �� ８６９１３（１番人気）
馬単票数 計 ２７７４６７ 的中 �� ２７９５６（２番人気）
ワイド票数 計 １７６９４４ 的中 �� ３１７３３（１番人気）�� １７５７（２２番人気）�� ２２５７（１９番人気）
３連複票数 計 ５２８３１９ 的中 ��� ８１７１（１３番人気）
３連単票数 計１０３３５３１ 的中 ��� ４３３９（４２番人気）

ハロンタイム ９．４―１０．７―１１．１―１２．２―１２．５―１２．７

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シゲルカイチョウ �
�
父 Benchmark �

�
母父 In Excess デビュー ２０１０．９．１１ 阪神６着

２００８．２．１７生 牡４黒鹿 母 Eleanor Rose 母母 Crafty Josie １９戦２勝 賞金 ２４，８７０，０００円
〔騎手変更〕 ベッロバンビーナ号の騎手平野優は，第３競走での落馬負傷のため原田和真に変更。
〔その他〕 ベルモントエルメス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ベルモントエルメス号は，平成２４年５月１５日まで出走できない。

１００４６ ４月１５日 晴 良 （２４福島１）第４日 第１０競走 １，８００�
こ お り

桑 折 特 別
発走１４時４０分 （芝・右）

牝，４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５５�
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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

４６ ウインクリアビュー 牝５栗 ５５ 吉田 隼人�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４４４－ ６１：４９．６ ２．７�

５９ ショウナンマハ 牝４黒鹿５５ 松田 大作�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム ４４８± ０１：４９．８１� ４．５�
８１５ マイネノーブレス 牝５栗 ５５ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 的場牧場 ４５０＋ ２１：４９．９� ８．５�
５８ ジュヴェビアン 牝５鹿 ５５ 木幡 初広 �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 ４７２＋ ２ 〃 アタマ ６．８�
３５ � ヴェルデライト 牝４鹿 ５５ 松山 弘平 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ４５２－１１ 〃 ハナ ８．８�
７１２ ノ ヴ ェ ッ ロ 牝４黒鹿５５ 荻野 琢真�小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４２８± ０１：５０．３２� ５２．０	
２２ ツクバオトメ 牝４鹿 ５５ 黛 弘人荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４５４－ ４１：５０．５１ ３４．０

４７ マルタカボーイス 牝６鹿 ５５ 丹内 祐次國立 治氏 境 直行 日高 豊洋牧場 ４８０＋ ６ 〃 ハナ １７９．９�
６１１ コスモマクスウェル 牝５鹿 ５５ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 コスモヴューファーム B４７２－ ４１：５０．６� ３６．０�
８１４ デラコリーナ 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 安平 追分ファーム ４７８＋１６１：５０．７� ７．６
７１３ グロリアスフラワー 牝５鹿 ５５ 宮崎 北斗 �グリーンファーム 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４１８＋ ２１：５０．８クビ ４６．０�
２３ � エムアイボニータ 牝５栗 ５５ 西田雄一郎馬場 �晃氏 松永 康利 新冠 竹中牧場 ４６６＋ ８ 〃 アタマ ３８．６�
３４ セイルアゲン 牝４鹿 ５５ 国分 優作浅川 皓司氏 中野 栄治 新冠 対馬 正 ４４６± ０１：５１．０１� １３３．０�
６１０� ワ カ タ ケ 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 ４４８＋ ２１：５１．２１� １３０．８�
１１ ケイアイアルテミス 牝４鹿 ５５ 上村 洋行 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新冠 隆栄牧場 ４４２＋ ４１：５１．３� ９４．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，０２７，５００円 複勝： ２２，８０７，６００円 枠連： １６，４９９，４００円

馬連： ４３，６８４，７００円 馬単： ２９，０５７，７００円 ワイド： １７，７７２，６００円

３連複： ５９，１８３，２００円 ３連単： １０８，１５１，６００円 計： ３１４，１８４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � ２３０円 枠 連（４－５） ４８０円

馬 連 �� ７４０円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ６００円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，８１０円 ３ 連 単 ��� ６，０７０円

票 数

単勝票数 計 １７０２７５ 的中 � ５０２１８（１番人気）
複勝票数 計 ２２８０７６ 的中 � ４１３８２（２番人気）� ５１７１５（１番人気）� ２１４０２（５番人気）
枠連票数 計 １６４９９４ 的中 （４－５） ２５８４９（２番人気）
馬連票数 計 ４３６８４７ 的中 �� ４４０８４（１番人気）
馬単票数 計 ２９０５７７ 的中 �� １６６７４（１番人気）
ワイド票数 計 １７７７２６ 的中 �� １６９２９（１番人気）�� ７０１１（６番人気）�� ５９３６（７番人気）
３連複票数 計 ５９１８３２ 的中 ��� ２４１３７（３番人気）
３連単票数 計１０８１５１６ 的中 ��� １３１５５（５番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．７―１２．７―１２．６―１２．５―１２．０―１１．８―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．０―３７．７―５０．３―１：０２．８―１：１４．８―１：２６．６―１：３８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．８
１
３
５，１５，３（８，１１）（６，１３）９（７，２，１２）（１，１４）（４，１０）・（５，１５）（１１，１３）（３，８）９（７，６）１２，２，１４，４－（１０，１）

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

勝馬の
紹 介

ウインクリアビュー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Riverman デビュー ２０１０．４．１８ 福島２着

２００７．２．２５生 牝５栗 母 エシュクアルバー 母母 Equate １４戦３勝 賞金 ３４，５６０，０００円



１００４７ ４月１５日 晴 良 （２４福島１）第４日 第１１競走 ��２，６００�
おく ほ そ み ち

奥 の 細 道 特 別
発走１５時２０分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
福島競馬振興会長賞（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 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３７．４
２：３７．４

良

良

２２ シンボリボルドー 牡５鹿 ５７ 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４５８－ ６２：４２．６ ２．１�

５５ ロイヤルダリア 牡６黒鹿５７ 国分 優作矢野 和雅氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５１０± ０ 〃 クビ ８９．６�
６７ シンボリローレンス �７黒鹿５７ 伊藤 工真シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４９２－ ２ 〃 ハナ ５６．７�
４４ バンダムラディウス 牡４栃栗５７ 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４６２＋ ２２：４２．８１� ５．９�
７９ キンセイポラリス 牡６鹿 ５７ 松田 大作山田 裕仁氏 伊藤 大士 門別 天羽牧場 ４０２－ ６２：４２．９� １３．０�
６８ アドマイヤネアルコ 牡４芦 ５７ 吉田 隼人近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４８８－ ２ 〃 アタマ ４．２�
８１１ セイカプレスト 牡６黒鹿５７ 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４７０± ０２：４３．０� ２７．３�
１１ ゴールドスパークル 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹 	社台レースホース手塚 貴久 新ひだか 静内白井牧場 ４４２－ ６２：４３．２１� ２０．９

８１２ アルジェンタム 牡４栗 ５７ 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８４－ ４２：４３．３クビ １１．３�
５６ マイネルネオハート 牡５黒鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 中田 英樹 ４６６－ ４２：４３．５１� １６．８
７１０ フジヤマワカムシャ 牡７黒鹿５７ 荻野 琢真藤本美也子氏 小崎 憲 静内 前田牧場 ４７２－ ２２：４４．６７ ５３．４�
３３ �	 ウィッシングデュー 牝８黒鹿５５ 古川 吉洋中村 浩章氏 土田 稔 米 Hopewell In-

vestments LLC ５０６＋１４ （競走中止） ６６．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，１８２，４００円 複勝： ３１，５２２，７００円 枠連： ２３，１４５，４００円

馬連： ９６，１９７，１００円 馬単： ６２，２７６，０００円 ワイド： ３０，１８１，５００円

３連複： １２０，１２７，２００円 ３連単： ２７０，５５３，９００円 計： ６５８，１８６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １４０円 � １，３８０円 � ８２０円 枠 連（２－５） １，６３０円

馬 連 �� ８，６２０円 馬 単 �� １１，１６０円

ワ イ ド �� ２，２７０円 �� １，６１０円 �� １５，０８０円

３ 連 複 ��� ８５，２５０円 ３ 連 単 ��� ３６６，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２４１８２４ 的中 � ９２１７４（１番人気）
複勝票数 計 ３１５２２７ 的中 � ９６２３２（１番人気）� ４３１３（１０番人気）� ７６１３（９番人気）
枠連票数 計 ２３１４５４ 的中 （２－５） １０５３３（７番人気）
馬連票数 計 ９６１９７１ 的中 �� ８２４４（２５番人気）
馬単票数 計 ６２２７６０ 的中 �� ４１１９（３３番人気）
ワイド票数 計 ３０１８１５ 的中 �� ３２８６（２５番人気）�� ４７２２（１８番人気）�� ４８１（６１番人気）
３連複票数 計１２０１２７２ 的中 ��� １０４０（１２３番人気）
３連単票数 計２７０５５３９ 的中 ��� ５４５（５５９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１２．８―１３．０―１２．７―１２．６―１３．１―１３．３―１２．５―１２．１―１１．９―１１．８―１２．０

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�
１３．０―２４．８―３７．６―５０．６―１：０３．３―１：１５．９―１：２９．０―１：４２．３―１：５４．８―２：０６．９―２：１８．８―２：３０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４７．８―３F３５．７
１
�

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

勝馬の
紹 介

シンボリボルドー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ダンスホール デビュー ２００９．１１．８ 東京１６着

２００７．４．２生 牡５鹿 母 スイートマジョルカ 母母 スイートリツク ３２戦３勝 賞金 ５３，０９７，０００円
〔騎手変更〕 ロイヤルダリア号の騎手平野優は，第３競走での落馬負傷のため国分優作に変更。
〔競走中止〕 ウィッシングデュー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

１００４８ ４月１５日 晴 良 （２４福島１）第４日 第１２競走 ��１，２００�
い お う じ

医 王 寺 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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

７８ エ ト ピ リ カ 牝５黒鹿５５ 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４４２＋ ４１：０８．９ ２．７�

６６ サトノディライト 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９４－１０１：０９．１１� ２．５�
３３ ヤマニングルノイユ 牝５鹿 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４９６＋ ８１：０９．３１� ６．６�
７７ 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 ４４６－ ６１：０９．４� １２．４�
１１ アイビーフォールド 牡５鹿 ５７ 松田 大作 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 ４５４－ ４１：０９．６１ １２．９�
４４ ロ ン ド 牝４青鹿５５ 上村 洋行水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４５０－ ２ 〃 アタマ １０．３	
２２ マイネエレーナ 牝４鹿 ５５ 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 ４２６± ０１：０９．９１� ５１．５

８１０� アスターヒューモア 牝４黒鹿５５ 大野 拓弥加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Fairlawn

Farm ４６２－ ６１：１０．２１� ３３．１�
８９ エーティーガンダム 牡４栗 ５７ 国分 優作荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 B４６８－ ６１：１０．５２ ５９．０�
５５ 	 アキノアゲイン 牝５栗 ５５ 田中 博康穐吉 正孝氏 大和田 成 新冠 タニグチ牧場 ４５４± ０１：１１．２４ １５４．３

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３１，８５８，１００円 複勝： ３６，２０１，１００円 枠連： １６，６００，４００円

馬連： ６４，９１６，６００円 馬単： ４７，３８４，８００円 ワイド： ２４，３８７，４００円

３連複： ７７，４５２，５００円 ３連単： １９２，４９９，１００円 計： ４９１，３００，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（６－７） ３１０円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� ７６０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ３００円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ３，４５０円

票 数

単勝票数 計 ３１８５８１ 的中 � ９３１９６（２番人気）
複勝票数 計 ３６２０１１ 的中 � １２１７４７（１番人気）� ７４４４６（２番人気）� ４１６７６（３番人気）
枠連票数 計 １６６００４ 的中 （６－７） ４００５２（１番人気）
馬連票数 計 ６４９１６６ 的中 �� １２７０６１（１番人気）
馬単票数 計 ４７３８４８ 的中 �� ４６０２０（２番人気）
ワイド票数 計 ２４３８７４ 的中 �� ４７６０６（１番人気）�� １８１４２（２番人気）�� １５１８３（５番人気）
３連複票数 計 ７７４５２５ 的中 ��� ６９９１３（１番人気）
３連単票数 計１９２４９９１ 的中 ��� ４１２０６（２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．１―１１．５―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３３．９―４５．４―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ト ピ リ カ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．２５ 小倉７着

２００７．６．８生 牝５黒鹿 母 アフレイタス 母母 リボーズシークレット ３５戦３勝 賞金 ４６，３７４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。

３レース目



（２４福島１）第４日 ４月１５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

１５５，９３０，０００円
２，０８０，０００円
６，７００，０００円
１，３７０，０００円
１４，０００，０００円
６０，２６６，０００円
４，６０２，０００円
１，６９９，２００円

勝馬投票券売得金
１９２，６８８，８００円
２８５，２６８，１００円
１４９，９９１，４００円
４５１，０３２，８００円
３２３，８９５，８００円
１９６，３５９，７００円
６１１，５２０，７００円
１，１７６，５０１，５００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 ３，３８７，２５８，８００円

総入場人員 １４，１７６名 （有料入場人員 １１，８９４名）


