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１００６１ ４月２２日 曇 良 （２４福島１）第６日 第１競走 １，１５０�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

１：０６．９
１：０６．９

良

良

８１５ トウショウハマー 牡３栗 ５６ 中舘 英二トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５５８－ ４１：０９．７ ２．０�

７１４ ヒカリホクサイ 牡３鹿 ５６ 石神 深一�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 ４６０－ ４１：１０．０２ ７．２�
３６ 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 ５３４－ ６１：１０．１� ４．８�
３５ ストリームライン 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 新冠 新冠橋本牧場 ４６０－ ６１：１０．４２ １１２．３�
４７ エーシンストーリー 牝３青鹿５４ 川島 信二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 小島牧場 ４６６ ―１：１０．８２� ５５．６�
６１２ コスモゴウテン 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 前川 隆則 ４５２－ ６１：１１．１１� １２．４	
５１０ ホ ー ホ タ ル 牡３青鹿５６ 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 浦河 山田 昇史 ４９８＋ ６１：１１．２� １４．８

１２ ハワイアンミント 牝３栗 ５４ 黛 弘人�大樹ファーム 伊藤 圭三 大樹 大樹ファーム ４３８ ―１：１１．５２ ５２．４�
１１ シルクパッキャオ 牡３栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一有限会社シルク北出 成人 新冠 ハシモトフアーム ４６４－ ２ 〃 アタマ ９６．７�
２４ カピトリヌス 牝３栗 ５４ 古川 吉洋 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４２６－ ４ 〃 同着 １１．７
４８ アーリオオーリオ 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生小林 祥晃氏 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 B４２４－２０１：１１．６クビ ２０１．０�
２３ エーシンズーパー 牡３黒鹿５６ 木幡 初広�栄進堂 坂口 正則 浦河 �原 敏明 ４８６ ―１：１１．７� １００．１�
８１６ レイズオブザサン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４４２ ―１：１１．８クビ １０１．１�
７１３ ベストミニオン 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 ４３８－ ６１：１１．９� １４．２�
５９ サンシャインマイ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介山田 建夫氏 金成 貴史 安平 吉田 光政 ４６０ ―１：１３．１７ １３６．９�
６１１ ドリームファイナル 牡３黒鹿５６ 松山 弘平セゾンレースホース� 上原 博之 日高 日高大洋牧場 ４６４ ―１：１３．５２� ６４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，２７１，３００円 複勝： ２０，２３５，７００円 枠連： ７，７８４，８００円

馬連： ２３，８６１，１００円 馬単： １９，７４２，２００円 ワイド： １２，５０９，１００円

３連複： ３６，４６０，７００円 ３連単： ５６，６０５，４００円 計： １８８，４７０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（７－８） ３９０円

馬 連 �� ６７０円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ２３０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，１１０円 ３ 連 単 ��� ３，９４０円

票 数

単勝票数 計 １１２７１３ 的中 � ４５４３６（１番人気）
複勝票数 計 ２０２３５７ 的中 � ７２２３０（１番人気）� ２１７３５（３番人気）� ３７９９５（２番人気）
枠連票数 計 ７７８４８ 的中 （７－８） １５１１４（１番人気）
馬連票数 計 ２３８６１１ 的中 �� ２６６１１（２番人気）
馬単票数 計 １９７４２２ 的中 �� １４８０６（２番人気）
ワイド票数 計 １２５０９１ 的中 �� １０３３６（２番人気）�� １５１３０（１番人気）�� ６０５９（４番人気）
３連複票数 計 ３６４６０７ 的中 ��� ２４２７５（１番人気）
３連単票数 計 ５６６０５４ 的中 ��� １０６０５（２番人気）

ハロンタイム ９．７―１０．９―１１．２―１１．９―１２．３―１３．７

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．７―２０．６―３１．８―４３．７―５６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３７．９
３ ・（６，１５）－（１０，１３）１２，１４－（５，８，３）－７（２，４）－１－９，１６，１１ ４ ・（６，１５）＝１０（１４，１３）１２，５（８，３）（２，７）（１，４）＝９，１６＝１１

勝馬の
紹 介

トウショウハマー �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１１．１１．２０ 新潟２着

２００９．３．８生 牡３栗 母 バーニントウショウ 母母 サマンサトウショウ ８戦１勝 賞金 １４，３５０，０００円
〔発走状況〕 レイズオブザサン号は，発進不良〔出遅れ〕。

１００６２ ４月２２日 曇 良 （２４福島１）第６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

３５ タガノカノープス 牝３鹿 ５４ 川島 信二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 ４２２± ０１：０９．５ ９．１�

５９ ブループルチェッラ 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋 �ブルーマネジメント本田 優 浦河 大島牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ ２．４�
２３ ミッドナイトリバー 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人小林 薫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４２６＋ ４１：０９．７１� ２．８�
４７ ボックスクレバー 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ５１０ ―１：０９．９１� ９．８�
６１２ ツルマルサンチャン 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介鶴田 鈴子氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４５６－ ８１：１０．１１� ２２．５�
７１３ カ リ ズ マ 牝３鹿 ５４ 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４２－１４１：１０．２� ２２．９	
１２ トウケイルーブル 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦木村 信彦氏 沖 芳夫 浦河 細道牧場 ４５０ ―１：１０．３� ３６．０

４８ ケージーコシヒカリ 牝３栗 ５４ 伊藤 工真川井 五郎氏 田島 俊明 新冠 岩見牧場 ４５８－ ４ 〃 クビ ２２６．６�
８１６ ハッピーユーゲント 牝３青鹿５４ 柴山 雄一馬場 幸夫氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４１６－１４１：１０．９３� ８８．４�
５１０ 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 ４５４－ ４ 〃 クビ ９．０
２４ リトルシェフ 牝３栗 ５４ 黛 弘人 �ローレルレーシング 尾関 知人 むかわ 清水ファーム ４１０－１６１：１１．２１� ２１９．３�
１１ ア プ ロ ー ズ 牝３栗 ５４ 中舘 英二栗坂 崇氏 小野 次郎 新ひだか キヨタケ牧場 ４２２－１６１：１１．３� １２０．９�
６１１ ラヴフォーオール 牝３青鹿５４ 田中 博康矢野 和雅氏 木村 哲也 新冠 大林ファーム ４３８－ ８１：１１．４クビ ２８２．４�
３６ ローカルソング 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一西村 專次氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 ４６８ ―１：１１．６１� ３２６．２�
８１５ タカイチゴールド 牝３鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠�橋 一郎氏 谷原 義明 新冠 ビッグレッドファーム ４０８ ―１：１２．６６ ２５７．７�

（１５頭）
７１４ セツゲツフウカ 牝３栗 ５４ 西田雄一郎�樽さゆり氏 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 B４２８± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： １１，２１４，９００円 複勝： １７，７６５，７００円 枠連： ８，２５１，７００円

馬連： ２１，０７８，０００円 馬単： １５，８７０，３００円 ワイド： １１，３３１，１００円

３連複： ２８，５２５，４００円 ３連単： ４８，７４７，７００円 計： １６２，７８４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（３－５） ７４０円

馬 連 �� ８９０円 馬 単 �� ２，６００円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ３５０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ７００円 ３ 連 単 ��� ７，０２０円

票 数

単勝票数 差引計 １１２１４９（返還計 ２０６３） 的中 � ９７６１（４番人気）
複勝票数 差引計 １７７６５７（返還計 ４６５３） 的中 � ２２４４８（３番人気）� ５６８１７（１番人気）� ３９５１９（２番人気）
枠連票数 差引計 ８２５１７（返還計 ２８３） 的中 （３－５） ８２７６（２番人気）
馬連票数 差引計 ２１０７８０（返還計 １６４７９） 的中 �� １７５６９（３番人気）
馬単票数 差引計 １５８７０３（返還計 １２０４５） 的中 �� ４５１２（１０番人気）
ワイド票数 差引計 １１３３１１（返還計 ８４３６） 的中 �� １０７９９（２番人気）�� ６６９７（５番人気）�� ２３１７０（１番人気）
３連複票数 差引計 ２８５２５４（返還計 ４４３０７） 的中 ��� ３００７９（２番人気）
３連単票数 差引計 ４８７４７７（返還計 ７１３５９） 的中 ��� ５１２７（１９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．２―１１．８―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３３．９―４５．７―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノカノープス �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．８．６ 小倉４着

２００９．２．２３生 牝３鹿 母 タガノシャルマン 母母 ポリッシュプリンセス １２戦１勝 賞金 １０，１５０，０００円
〔競走除外〕 セツゲツフウカ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タカイチゴールド号は，平成２４年５月２２日まで平地競走に出走できない。

第１回 福島競馬 第６日



１００６３ ４月２２日 曇 良 （２４福島１）第６日 第３競走 １，７００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１１ セイウンブラボー 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 村上牧場 ４９２± ０１：４９．４ ７．６�

４６ パワーオブプレイ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一�日東牧場 伊藤 大士 浦河 日東牧場 ４５６＋ ４１：４９．７１� １０．９�
２３ ロングバース 牡３栗 ５６ 上村 洋行中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 ４６４ ―１：５０．１２� １５．２�
５８ シーフェリックス 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志藤田 宗平氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ４４４－ ２ 〃 ハナ ５．９�
７１２ ユウキタカラオー 牡３栗 ５６ 川島 信二ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ５００－ ８１：５０．２� ４０．４�
４７ プロトリューション 牡３栗 ５６ 吉田 隼人石瀬 浩三氏 牧 光二 新ひだか 斉藤スタッド ４６６＋ ４ 〃 クビ ２．４�
６１０ スリーロブロイ 牡３鹿 ５６ 松山 弘平永井商事	 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 B４２０－ ８１：５０．４１ ５．４

７１３ リーノレオン 牡３栗 ５６ 田中 健呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４７２－１４ 〃 ハナ １５．２�
８１５ サダルスード 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎松井 淳二氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４８６± ０ 〃 アタマ ９７．１�
８１４ ウォーターフォード 牡３栗 ５６

５３ ▲横山 和生魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新ひだか 服部 牧場 ４８０＋１４１：５０．５� ９８．４
２２ オースミムーン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠	オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 ４４４－１０１：５０．８１� ３０３．３�
３４ キ ー パ ッ プ 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂辰己 岩夫氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６－１０ 〃 クビ ３３．８�

５９ クライノート 牡３鹿 ５６ 松田 大作�日進牧場 岩戸 孝樹 浦河 日進牧場 ４６２－ ２１：５１．２２� ５０．８�
３５ カ ル ミ ナ 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４６８－ ２１：５１．６２� ３２．３�
６１１ ラストツヨシ 牡３鹿 ５６

５３ ▲山崎 亮誠横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 新冠 大林ファーム ４７６± ０１：５１．７クビ ３０５．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，６６１，７００円 複勝： １７，７７２，４００円 枠連： ８，１００，７００円

馬連： ２４，０３８，８００円 馬単： １６，８８１，２００円 ワイド： １１，９７８，０００円

３連複： ３４，３１１，６００円 ３連単： ５５，２１７，１００円 計： １７９，９６１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２５０円 � ４４０円 � ４３０円 枠 連（１－４） ７９０円

馬 連 �� ４，４４０円 馬 単 �� ８，６９０円

ワ イ ド �� １，４３０円 �� １，７００円 �� ３，２１０円

３ 連 複 ��� ２０，５６０円 ３ 連 単 ��� １０２，３９０円

票 数

単勝票数 計 １１６６１７ 的中 � １２２２４（４番人気）
複勝票数 計 １７７７２４ 的中 � ２１３２４（４番人気）� １０１７４（７番人気）� １０２５５（６番人気）
枠連票数 計 ８１００７ 的中 （１－４） ７５９３（３番人気）
馬連票数 計 ２４０３８８ 的中 �� ３９９９（１７番人気）
馬単票数 計 １６８８１２ 的中 �� １４３４（３１番人気）
ワイド票数 計 １１９７８０ 的中 �� ２０９０（１６番人気）�� １７４８（１８番人気）�� ９０４（３８番人気）
３連複票数 計 ３４３１１６ 的中 ��� １２３２（６６番人気）
３連単票数 計 ５５２１７１ 的中 ��� ３９８（３０６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．６―３０．７―４４．３―５８．１―１：１１．２―１：２４．１―１：３６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

セイウンブラボー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１１．１２．２４ 中山３着

２００９．５．１８生 牡３鹿 母 ラ ヴ ィ ー ル 母母 ハツピーガーランド ４戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※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） ２頭 シルクアポロン号・ベルモントブレイク号
（非抽選馬） ２頭 スカイアート号・ミヒロ号

１００６４ ４月２２日 曇 良 （２４福島１）第６日 第４競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０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

７１４ フェデラルホール 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人吉田 勝己氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４８２－ ４２：０３．８ １．３�

６１２ コスモプランタン 牡３黒鹿５６ 松山 弘平 �ビッグレッドファーム 中村 均 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７２－１２２：０４．１１� １１．２�
５９ クライマックス 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 不二牧場 ４４４－ ２２：０４．４２ １８１．１�
３５ プリンチペッサ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次�三嶋牧場 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 ４１０－ ２２：０４．６１� ２８．１�
７１３ コスモオアシス 牝３鹿 ５４ 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４１０－１２ 〃 クビ ２０．９�
４７ マ サ キ セ キ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一ディアレスト 斎藤 誠 浦河 杵臼牧場 ４７６± ０ 〃 アタマ １２８．０�
８１６ ヴ ェ ル ー テ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志名古屋友豊	 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ３８８－ ４２：０４．７� １７．５

１２ ルミナスレッド 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真岡田 牧雄氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド ４７８＋ ２２：０４．８� １１．６�
２４ クリノエルヴィス 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 斉藤スタッド B４８６－ ８ 〃 クビ ３３．３�
１１ カゼノエメラルド 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 岡田 隆志 ４４４＋ ２２：０５．０１ １４０．５
８１５ クラシックヴィオラ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠岩� 僖澄氏 境 直行 日高 春木 昭雄 ４２２－ ２２：０５．１� ２５７．８�
５１０ アグネスフレーズ 牡３鹿 ５６ 的場 勇人渡辺 孝男氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４９８－ ２ 〃 アタマ １４８．９�
２３ シャイニーアース 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲横山 和生小林 昌志氏 菊川 正達 日高 原田牧場 B５１２－ ８２：０５．４２ ２８１．６�
３６ クレバータイガー 牡３栗 ５６ 木幡 初広田� 正明氏 石毛 善彦 新ひだか 畠山牧場 ４２２－２２２：０５．６１� １０４．４�
４８ メイショウバシリス 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 多田 善弘 ４７６± ０２：０５．７� １８．６�
６１１ メルクリオス 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介芹澤 精一氏 田中 清隆 平取 中川 隆 ４５６＋ ４２：０５．８� １０９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，４３７，１００円 複勝： ４５，９１０，０００円 枠連： ８，５４６，１００円

馬連： ２２，７５７，４００円 馬単： ２３，６０４，８００円 ワイド： １２，８７９，１００円

３連複： ３７，２４３，４００円 ３連単： ７４，６６０，３００円 計： ２４１，０３８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � １，７００円 枠 連（６－７） ５８０円

馬 連 �� ５８０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� １，８７０円 �� ７，８２０円

３ 連 複 ��� １４，８１０円 ３ 連 単 ��� ２４，５８０円

票 数

単勝票数 計 １５４３７１ 的中 � ９９１０３（１番人気）
複勝票数 計 ４５９１００ 的中 � ３５０３６４（１番人気）� １６１５３（３番人気）� １８４７（１２番人気）
枠連票数 計 ８５４６１ 的中 （６－７） １１０４４（２番人気）
馬連票数 計 ２２７５７４ 的中 �� ２９２７０（２番人気）
馬単票数 計 ２３６０４８ 的中 �� ２５４９０（２番人気）
ワイド票数 計 １２８７９１ 的中 �� １２３５５（２番人気）�� １５７３（２１番人気）�� ３６４（４２番人気）
３連複票数 計 ３７２４３４ 的中 ��� １８５７（３０番人気）
３連単票数 計 ７４６６０３ 的中 ��� ２２４２（６４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２３．８―３５．９―４８．７―１：０２．６―１：１５．７―１：２８．４―１：４１．０―１：５２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

フェデラルホール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２０１１．１０．２２ 東京３着

２００９．３．７生 牡３黒鹿 母 オーバーザウォール 母母 アンデスレディー ５戦１勝 賞金 ９，３００，０００円



１００６５ ４月２２日 曇 良 （２４福島１）第６日 第５競走 １，７００�サラブレッド系３歳
発走１１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

８１５ カバリノランパンテ 牡３栗 ５６ 丸田 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 ４６６－ ６１：４９．４ ８６．８�

２２ サ ル ゴ ン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４－ ６１：４９．６１� ２．２�
４７ メイショウバロン 牡３栗 ５６ 古川 吉洋松本 好�氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 B４７２－ ４１：４９．９１� ８．４�
５８ ヤマニンメダイユ 牡３鹿 ５６ 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 ４６８－ ８１：５０．０� ３．４�
１１ ヴェルデルーチェ 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎 �グリーンファーム 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 B４７８＋ ２１：５０．２１� ２７０．０	
２３ カネトシヴェルス 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４４０－１２ 〃 クビ ６２．８

７１２ ガ ニ オ ン 牡３栗 ５６ 木幡 初広広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 福田牧場 ４３６＋ ４１：５０．５２ ７．１�
８１４ シルクスノーマン 牡３芦 ５６ 的場 勇人有限会社シルク牧 光二 新ひだか タツヤファーム ４６４－ ２１：５１．２４ ４２．９�
３４ テイエムオオテモン 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次竹園 正繼氏 柴田 政人 浦河 市川牧場 ４６４－ ４ 〃 クビ ２７０．７
４６ チンタジャティー 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人坂田 行夫氏 萱野 浩二 新ひだか 中村 和夫 ４３４＋ ４ 〃 アタマ ９８．５�
５９ クイーンダンス 牝３黒鹿５４ 松田 大作林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４３８－ ８１：５１．４１� ２２５．７�
３５ ブラックリベリオン 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真黒澤 尚氏 栗田 徹 新冠 片倉 拓司 B４４４－ ４１：５１．６１� ５７．７�
６１１ マスターウィッシュ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一村山 卓也氏 古賀 史生 浦河 惣田 英幸 ４８０＋ ４１：５２．０２� ２６４．３�
６１０ サイレントキラー 牡３青鹿５６ 中舘 英二畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 酒井 秀紀 ４０８－ ４１：５２．７４ ７．０�

（１４頭）
７１３ マンノプロジェクト 牡３鹿 ５６ 松山 弘平萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４５８＋ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １４，１４８，９００円 複勝： １８，８９４，２００円 枠連： ９，０１９，２００円

馬連： ２４，１７８，４００円 馬単： １９，６３９，３００円 ワイド： １１，９４２，６００円

３連複： ３８，５２７，７００円 ３連単： ６０，５４９，７００円 計： １９６，９００，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，６８０円 複 勝 � １，２００円 � １４０円 � １９０円 枠 連（２－８） ３，３３０円

馬 連 �� １０，７２０円 馬 単 �� ３４，４３０円

ワ イ ド �� ２，４９０円 �� ５，６８０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １９，６１０円 ３ 連 単 ��� ２４０，２５０円

票 数

単勝票数 差引計 １４１４８９（返還計 １８０１） 的中 � １２８５（９番人気）
複勝票数 差引計 １８８９４２（返還計 １６５２） 的中 � ２６８２（１０番人気）� ５０９１１（１番人気）� ２６１１８（４番人気）
枠連票数 差引計 ９０１９２（返還計 １４６） 的中 （２－８） ２００１（１１番人気）
馬連票数 差引計 ２４１７８４（返還計 ６６６７） 的中 �� １６６６（１９番人気）
馬単票数 差引計 １９６３９３（返還計 ４１７９） 的中 �� ４２１（５７番人気）
ワイド票数 差引計 １１９４２６（返還計 ２７８９） 的中 �� １０７８（１６番人気）�� ４６５（４０番人気）�� １２０９５（３番人気）
３連複票数 差引計 ３８５２７７（返還計 １４０２７） 的中 ��� １４５０（４１番人気）
３連単票数 差引計 ６０５４９７（返還計 ２４３０７） 的中 ��� １８６（４０４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．８―３０．６―４３．８―５７．５―１：１０．９―１：２４．２―１：３６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３８．５
１
３
７，１５（２，１２，１４）８－（１，５，１０）３，９，６，１１，４
７，１５，１２（２，１４）（１，８）（３，５，１０，９）－（６，１１）－４

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

勝馬の
紹 介

カバリノランパンテ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１１．９．１８ 中山１４着

２００９．４．２０生 牡３栗 母 リトルスポーツカー 母母 Ring of Fire ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走除外〕 マンノプロジェクト号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため装鞍所で競走除外。

１００６６ ４月２２日 曇 良 （２４福島１）第６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

４８ アズマスターフィー 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 ４６４＋ ２１：１０．５ ３．１�

２４ 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 ４５２＋ ２ 〃 クビ ４．１�
３５ ミスウィスコンシン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一阿部 紀子氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 ３８６－ ２１：１０．６� ２７６．９�
５１０ コスモアステリクス 牝３黒鹿５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム ４１６－ ４１：１０．７クビ １６．０�
７１４ デルマビシャモン 牡３鹿 ５６ 石神 深一浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム B４４２± ０１：１０．８� ２０．６�
８１５ ヒラボクダッシュ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム ４３６－ ８ 〃 ハナ ２２．３	
６１１ エステージャ 牝３芦 ５４ 中舘 英二岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 森 俊雄 ４１６－ ４１：１１．０１� ９．８

４７ シ ー マ リ ア 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志根本 忠義氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４１０－１４ 〃 クビ ９．３�
５９ ヘイルメアリー 牝３栗 ５４ 村田 一誠小林 秀樹氏 粕谷 昌央 浦河 高野牧場 ４５０－ ８１：１１．１� ２０．７�
２３ � ユールフェスト 牝３青鹿５２ 荻野 琢真 �キャロットファーム 須貝 尚介 豪 Mr G Harvey ４３８－ ６ 〃 ハナ １３．２
１１ タケデンザビエル 牝３栗 ５４ 西田雄一郎武市 進吾氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 ４４６－ ６ 〃 アタマ ３８．６�
６１２ スマートミスティア 牝３鹿 ５４ 小島 太一大川 徹氏 小島 太 新冠 長浜牧場 ４２４＋ ６１：１１．６３ １４４．６�
８１６ シルクフュージョン 牡３鹿 ５６ 松山 弘平有限会社シルク古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８± ０１：１１．７� ４０．９�
７１３ 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 ４４６－ ２１：１１．８クビ ９．２�
１２ トーセンボス 牡３芦 ５６ 木幡 初広島川 �哉氏 菅原 泰夫 新冠 新冠橋本牧場 ４８６ ―１：１２．２２� ４２．３�
３６ フレアブロー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一大原 詔宏氏 和田 正道 浦河 有限会社
大原ファーム ４５４－１０１：１２．３� １５８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，０１７，０００円 複勝： １９，４８４，６００円 枠連： １２，５７８，６００円

馬連： ２６，２２６，０００円 馬単： １７，０２３，５００円 ワイド： １３，９６１，０００円

３連複： ３９，９０９，７００円 ３連単： ６０，２２６，４００円 計： ２０１，４２６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ４，３７０円 枠 連（２－４） ３２０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� １０，１７０円 �� １１，５９０円

３ 連 複 ��� ４８，７７０円 ３ 連 単 ��� １４１，５６０円

票 数

単勝票数 計 １２０１７０ 的中 � ３１２３４（１番人気）
複勝票数 計 １９４８４６ 的中 � ４１５００（１番人気）� ３４５０２（２番人気）� ７５３（１６番人気）
枠連票数 計 １２５７８６ 的中 （２－４） ２９８０４（１番人気）
馬連票数 計 ２６２２６０ 的中 �� ２４４９４（１番人気）
馬単票数 計 １７０２３５ 的中 �� ９６６０（１番人気）
ワイド票数 計 １３９６１０ 的中 �� １２２６１（１番人気）�� ３０９（８０番人気）�� ２７１（８５番人気）
３連複票数 計 ３９９０９７ 的中 ��� ６０４（１４９番人気）
３連単票数 計 ６０２２６４ 的中 ��� ３１４（４６１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．７―１１．８―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３５．０―４６．８―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アズマスターフィー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．７．３１ 函館６着

２００９．４．１７生 牡３黒鹿 母 アプロディスモン 母母 ミスディファレンス ９戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔その他〕 フレアブロー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 フレアブロー号は，平成２４年５月２２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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 アルサメーネ号・ミッドコサージュ号



１００６７ ４月２２日 曇 良 （２４福島１）第６日 第７競走 １，１５０�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０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

２３ スイートエスケープ 牝５栗 ５５ 武 幸四郎金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ８１：１０．３ ２．０�

５１０ グランスカイ 牝５鹿 ５５ 松田 大作林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６２－ ６１：１０．５１� ４．９�
１２ キングスウィープ 牡６青鹿 ５７

５４ ▲山崎 亮誠増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 B４６４－ ２ 〃 クビ ３４．０�
１１ レグルスハート 牡６黒鹿５７ 西田雄一郎中江 隆一氏 柴田 政人 新ひだか 土田 和男 B４９６＋ ２１：１０．６クビ ３９９．６�
２４ � セイコーフジ 牡４青 ５７ 吉田 隼人平賀 久枝氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ５００＋ ３ 〃 アタマ ６．１�
７１３� エルウェーオージャ 牡４青 ５７ 松山 弘平雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 ４６８－ ２１：１０．７� １０．４�
７１４� シンボリゾンネ 牡４栗 ５７ 木幡 初広シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ５２４－ ６１：１０．８� ５８．５	
４７ � ディレクシオン �５黒鹿５７ 石神 深一
ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム ４５６＋ ２ 〃 ハナ ５０．１�
６１１ コスモハンサム 牡４栗 ５７ 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 山田牧場 ４６８＋１０１：１０．９クビ １４５．７�
３５ デイズオブメモリー 牡５芦 ５７ 田中 健 
サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４４２－ ４ 〃 クビ ２２．０
８１５ リュウシンヒーロー 牡４鹿 ５７ 的場 勇人桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５２－ ６ 〃 ハナ ４５．３�
４８ サトノヴィクトリア 牝４黒鹿５５ 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４８４＋１２１：１１．２１� ２２．１�
６１２ リバーサルブロー 牡６鹿 ５７ 古川 吉洋深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４７２－ ６１：１１．４１� ２２．８�
３６ ヒノデポベーダ 牝４鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ４２０－ ８１：１１．５クビ ５７．２�
５９ � エーシンアイネアス 牡４芦 ５７ 川島 信二�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 ５１６＋ ２１：１２．２４ ４２．０�
８１６� カシノハクリュウ 牡５芦 ５７ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 様似 中村 俊紀 ５２６－１４１：１２．３クビ ２９６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，６０３，７００円 複勝： １９，８１５，８００円 枠連： ９，９３４，２００円

馬連： ２２，４７７，９００円 馬単： ２０，７０３，５００円 ワイド： １２，８００，０００円

３連複： ３３，７７２，５００円 ３連単： ６３，７７９，１００円 計： １９７，８８６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ５９０円 枠 連（２－５） ３５０円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ９７０円 �� １，７７０円

３ 連 複 ��� ５，０５０円 ３ 連 単 ��� １４，１３０円

票 数

単勝票数 計 １４６０３７ 的中 � ６０１０１（１番人気）
複勝票数 計 １９８１５８ 的中 � ７６９９６（１番人気）� ２１６３１（２番人気）� ５１７３（１０番人気）
枠連票数 計 ９９３４２ 的中 （２－５） ２１３６１（１番人気）
馬連票数 計 ２２４７７９ 的中 �� ２６１２３（１番人気）
馬単票数 計 ２０７０３５ 的中 �� １８０７２（１番人気）
ワイド票数 計 １２８０００ 的中 �� １３７１８（１番人気）�� ３０３６（９番人気）�� １５９９（２１番人気）
３連複票数 計 ３３７７２５ 的中 ��� ４９３９（１２番人気）
３連単票数 計 ６３７７９１ 的中 ��� ３３３２（２３番人気）

ハロンタイム ９．６―１１．４―１１．７―１２．４―１２．３―１２．９

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．６―２１．０―３２．７―４５．１―５７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３７．６
３ ・（８，１０，１４）（４，６，１２，１５）１１（３，９）（１，１６）（２，５，１３）７ ４ ・（８，１０，１４）（４，６，１２，１５）（３，１１）１（２，９）（７，５）（１３，１６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スイートエスケープ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Wild Again デビュー ２００９．８．８ 小倉２着

２００７．３．１１生 牝５栗 母 ワイルドフラワー 母母 アリレディー ２０戦３勝 賞金 ４６，０４８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 カシノスターライト号・サカジロゴールド号・セトノジャーニー号・デステニーアロー号・フュージョン号・

プリティマリ号
（非抽選馬） １頭 セイユアドリーム号

１００６８ ４月２２日 曇 良 （２４福島１）第６日 第８競走 ２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

１１ アルファメガハート 牝７鹿 ５５ 伊藤 工真�貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４４４－１６１：５９．９ １０．５�

６１２ クリノメダリスト 牝６栗 ５５ 吉田 隼人栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４３６± ０２：００．１１� １０．４�
１２ エリモアクアポリス 牝６鹿 ５５ 的場 勇人山本 慎一氏 的場 均 えりも エクセルマネジメント B４７４± ０ 〃 ハナ ６．７�
２３ ア ソ ル ー タ 牝４栗 ５５ 中舘 英二 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４４０－１０ 〃 ハナ ４．３�
４８ フローリストライフ 牝５鹿 ５５ 黛 弘人難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４３８＋１０２：００．４１� １２．６�
８１６ メジロカトリーヌ 牝５鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４７２＋ ４２：００．８２� ３．０	
７１３ 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± ０ 〃 クビ ３２．８

５９ � スイートゲイナー 牝５黒鹿５５ 西田雄一郎シンボリ牧場 坂本 勝美 日高 シンボリ牧場 ４６２－ ４ 〃 ハナ ２１０．３�
３６ トーセンフリージア 牝５鹿 ５５ 松山 弘平島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４９８－ ２２：０１．１１� １０．６
５１０� ガ イ ー ヌ 牝５栗 ５５

５２ ▲西村 太一永田 和彦氏 石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム ４２２＋ ２２：０１．３１� １５８．１�
６１１� コウユーネガイ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広加治屋康雄氏 高橋 文雅 浦河 上山牧場 ４８２－ ８２：０１．８３ ６１．３�
４７ � エリザベートアスク 牝４栗 ５５

５２ ▲横山 和生廣崎 玲子氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４７６＋ ４２：０１．９� １１６．０�
３５ � 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 ４５０－ ８２：０２．２１� １５６．９�
２４ � ミサノグリーン 牝４栗 ５５ 柴山 雄一斎藤 光政氏 相沢 郁 浦河 向別牧場 ４２８± ０ 〃 ハナ ３１．７�
８１５� クリノソーニャ 牝７鹿 ５５ 丹内 祐次栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 吉田 又治 ４４０± ０２：０２．７３ １４１．９�
７１４ ピーチブローフィズ 牝５黒鹿５５ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ４５４－ ４２：０７．８大差 １５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，３４０，３００円 複勝： １８，９５８，３００円 枠連： １０，５２１，５００円

馬連： ２７，８９２，４００円 馬単： １８，８５２，３００円 ワイド： １３，２１０，２００円

３連複： ４０，７６４，６００円 ３連単： ６８，６４５，７００円 計： ２１２，１８５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ３５０円 � ２９０円 � ２６０円 枠 連（１－６） １，７００円

馬 連 �� ５，２５０円 馬 単 �� １３，１１０円

ワ イ ド �� １，２９０円 �� １，０９０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� １２，４５０円 ３ 連 単 ��� １０３，６１０円

票 数

単勝票数 計 １３３４０３ 的中 � １００２５（５番人気）
複勝票数 計 １８９５８３ 的中 � １３４８９（７番人気）� １７５１９（４番人気）� ２０１８９（３番人気）
枠連票数 計 １０５２１５ 的中 （１－６） ４５９３（７番人気）
馬連票数 計 ２７８９２４ 的中 �� ３９２１（２５番人気）
馬単票数 計 １８８５２３ 的中 �� １０６２（５７番人気）
ワイド票数 計 １３２１０２ 的中 �� ２５０６（１９番人気）�� ３０１８（１５番人気）�� ３１２７（１１番人気）
３連複票数 計 ４０７６４６ 的中 ��� ２４１８（４７番人気）
３連単票数 計 ６８６４５７ 的中 ��� ４８９（３６５番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．８―１１．１―１１．３―１１．９―１２．５―１２．８―１２．６―１２．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２３．６―３４．７―４６．０―５７．９―１：１０．４―１：２３．２―１：３５．８―１：４７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３６．７
１
３

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

２
４

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

アルファメガハート �
�
父 オペラハウス �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２００８．５．２５ 新潟７着

２００５．２．２２生 牝７鹿 母 アルファキュート 母母 フジノシヤーク ２５戦２勝 賞金 １４，１９０，０００円
〔その他〕 ピーチブローフィズ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。



１００６９ ４月２２日 曇 良 （２４福島１）第６日 第９競走 １，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５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

７１２ バンブーチェルシー 牡４青鹿５７ 松田 大作�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４７２± ０１：４９．４ １７．９�

８１４� コスモゴールデン 牡４鹿 ５７ 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 ４９６－１０ 〃 ハナ ２９．１�
６１１ ペガサスヒルズ 牡５栗 ５７ 松山 弘平吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４８２－ ６１：４９．６１� ３．５�
２３ � グレイレジェンド 牡４芦 ５７ 木幡 初広小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 ４６４± ０１：４９．７� ５．９�
５９ ペガサスキングビー 牡５栃栗５７ 川島 信二松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４６６－１０ 〃 クビ ６．５�
３５ � アーティクラフティ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人吉田 和美氏 木村 哲也 日高 待兼牧場 ５２８－ １１：４９．９１ ４２．９�
４７ � アメージングミノル 牡４鹿 ５７ 村田 一誠吉岡 實氏 小野 次郎 浦河 信成牧場 ４７２－ ４１：５０．１１� １８５．８	
８１５ メイショウボヌス 牝５栗 ５５ 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４８４－ ４１：５０．２クビ ５３．９

２２ エーシンギガウイン 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介�栄進堂 沖 芳夫 浦河 多田 善弘 ５１４－ ８ 〃 クビ １３．３�
５８ � アロハタワー 牡５栗 ５７

５４ ▲藤懸 貴志細川祐季子氏 藤岡 健一 平取 稲原牧場 ４８８－２４１：５０．５１� ３６．１
７１３ オルレアンノオトメ 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４６０± ０１：５０．６クビ ３０．３�
３４ メルシーサイレンス 牡５栗 ５７ 古川 吉洋永井 康郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４７４－ ２ 〃 クビ ４９．１�
１１ � エーシンシャラク 牡４芦 ５７ 荻野 琢真�栄進堂 小崎 憲 新ひだか 木田牧場 ５１０± ０１：５０．７� １６．５�
６１０ フ ジ チ ャ ン 牝４鹿 ５５

５２ ▲西村 太一臼井義太郎氏 清水 英克 新ひだか 中田 英樹 ４５２－１４１：５０．８クビ ２８．５�
４６ イ ー グ ル 牡５栗 ５７ 鮫島 良太久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム ４８８－ ４ 〃 クビ ３．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，４８６，４００円 複勝： ２２，３４７，３００円 枠連： １３，２５７，９００円

馬連： ３６，１７９，２００円 馬単： ２５，６４６，３００円 ワイド： １８，５８８，２００円

３連複： ５６，１８８，９００円 ３連単： ９７，７２６，７００円 計： ２８５，４２０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７９０円 複 勝 � ３９０円 � ６６０円 � １７０円 枠 連（７－８） ３，７３０円

馬 連 �� ２１，２１０円 馬 単 �� ５１，３００円

ワ イ ド �� ４，９９０円 �� １，０９０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� １８，４５０円 ３ 連 単 ��� １４１，１４０円

票 数

単勝票数 計 １５４８６４ 的中 � ６８４８（７番人気）
複勝票数 計 ２２３４７３ 的中 � １３６８３（５番人気）� ７２４０（８番人気）� ４７３１７（１番人気）
枠連票数 計 １３２５７９ 的中 （７－８） ２６２８（１８番人気）
馬連票数 計 ３６１７９２ 的中 �� １２５９（５５番人気）
馬単票数 計 ２５６４６３ 的中 �� ３６９（１１９番人気）
ワイド票数 計 １８５８８２ 的中 �� ８９１（５１番人気）�� ４３２７（８番人気）�� ２９２０（１４番人気）
３連複票数 計 ５６１８８９ 的中 ��� ２２４８（６２番人気）
３連単票数 計 ９７７２６７ 的中 ��� ５１１（４２２番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．２―１２．２―１３．５―１４．０―１３．８―１３．２―１２．１―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．４―３０．６―４４．１―５８．１―１：１１．９―１：２５．１―１：３７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３７．５
１
３
１０，１４（９，１５）１３－（７，１１）（１，５，１２）（２，６）（３，４）－８
１０（１４，１５）（９，１３，１２）６（７，１１）（５，３）（２，４）（１，８）

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

勝馬の
紹 介

バンブーチェルシー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 サクラローレル デビュー ２０１０．７．１１ 阪神８着

２００８．２．１１生 牡４青鹿 母 ブ リ ト ン 母母 スイートバンブー ２１戦２勝 賞金 ２０，３７０，０００円
※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） ３頭 オメガローズマリー号・ケイアイカミカゼ号・モウカリマッカー号
（非抽選馬） ２頭 オリジン号・ニシノフェミニン号

１００７０ ４月２２日 曇 良 （２４福島１）第６日 第１０競走 ��２，６００�
ひ う ち が た け

燧 ヶ 岳 特 別
発走１４時５０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 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

８１０ コスモカンタービレ 牡５黒鹿５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ５００－ ２２：４２．１ １５．４�

７８ ダンシングムーン �５鹿 ５７ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド ４４６± ０２：４２．２� １１．１�
２２ ジョンブルクリス 牡４栗 ５７ 中舘 英二�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４７２－ ２２：４２．３� ４．０�
８９ アラマサコマンダー 牝４鹿 ５５ 松山 弘平�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４２４＋ ６ 〃 クビ ３．２�
６６ 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 ４８６＋ ２２：４２．４クビ ２０．４�
７７ ウインシュールマン 牡６青 ５７ 吉田 隼人�ウイン 森 秀行 新冠 村上 欽哉 ４２４－ ４ 〃 ハナ ２．６	
３３ マージービート 牡５栗 ５７ 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 ４９２＋ ２２：４２．５� ４３．４

４４ マルカゴクウ 牡５鹿 ５７ 黛 弘人河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム B４６２＋ ４２：４３．５６ １４．９�
５５ ロックフルマーク 牡５黒鹿５７ 柴山 雄一小原 巖氏 大和田 成 新冠 飛渡牧場 ４１６－１０２：４３．９２� ９１．８�
１１ ジョウノライアン 牡４黒鹿５７ 武 幸四郎小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４８０＋ ２２：４７．６大差 １１１．４

（１０頭）

売 得 金

単勝： １７，７０２，８００円 複勝： １９，７５３，０００円 枠連： １０，８４３，９００円

馬連： ３６，９２０，０００円 馬単： ２７，６０１，５００円 ワイド： １４，５９４，２００円

３連複： ４９，６２２，１００円 ３連単： １１４，８３５，５００円 計： ２９１，８７３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５４０円 複 勝 � ３３０円 � ２７０円 � ２００円 枠 連（７－８） ２９０円

馬 連 �� ５，０３０円 馬 単 �� １２，０６０円

ワ イ ド �� １，３９０円 �� １，２３０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ７，６２０円 ３ 連 単 ��� ７３，２５０円

票 数

単勝票数 計 １７７０２８ 的中 � ９０５９（６番人気）
複勝票数 計 １９７５３０ 的中 � １４５２３（７番人気）� １８８９３（４番人気）� ２９３２３（３番人気）
枠連票数 計 １０８４３９ 的中 （７－８） ２７６２９（１番人気）
馬連票数 計 ３６９２００ 的中 �� ５４２４（１７番人気）
馬単票数 計 ２７６０１５ 的中 �� １６９０（３９番人気）
ワイド票数 計 １４５９４２ 的中 �� ２５３６（２２番人気）�� ２８７８（１５番人気）�� ５６０４（８番人気）
３連複票数 計 ４９６２２１ 的中 ��� ４８０７（２８番人気）
３連単票数 計１１４８３５５ 的中 ��� １１５７（２１５番人気）

ハロンタイム １３．８―１２．５―１２．２―１２．３―１２．０―１２．７―１２．７―１３．５―１３．０―１２．３―１１．８―１１．４―１１．９

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�
１３．８―２６．３―３８．５―５０．８―１：０２．８―１：１５．５―１：２８．２―１：４１．７―１：５４．７―２：０７．０―２：１８．８―２：３０．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモカンタービレ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００９．１１．１ 東京９着

２００７．４．８生 牡５黒鹿 母 タガノニューソング 母母 ヤギリハッピー ２８戦３勝 賞金 ４９，８４６，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョウノライアン号は，平成２４年５月２２日まで平地競走に出走できない。



１００７１ ４月２２日 曇 良 （２４福島１）第６日 第１１競走 ��１，２００�福島中央テレビ杯
発走１５時２５分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
福島中央テレビ賞（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

３５ リ ュ ン ヌ 牝５鹿 ５５ 松山 弘平吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４８２＋ ２１：０９．２ ２．６�

７１４ ブルームーンピサ 牝５芦 ５５ 木幡 初広市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B４７２＋ ２１：０９．４１� ７．１�
６１１ モ ト ヒ メ 牝５鹿 ５５ 伊藤 工真黒澤 尚氏 清水 久詞 新ひだか 岡田スタツド ４４２＋ ２ 〃 クビ ８．１�
２３ � エイシンダヴィンチ 牡６青鹿５７ 吉田 隼人平井 豊光氏 野中 賢二 新 R R McA-

nulty ４６８－ ８１：０９．５クビ ７０．６�
８１５ オ ク ル ス 牝５鹿 ５５ 丹内 祐次山本弥恵子氏 松永 康利 青森 明成牧場 ４５６＋ ２１：０９．７１ ３８．６�
１１ メジロツボネ 牝４芦 ５５ 黛 弘人岩� 伸道氏 高木 登 洞爺湖 メジロ牧場 ４３８± ０ 〃 ハナ １８．６�
４８ テンエイエスプリ 牡５栗 ５７ 荻野 琢真熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４８８－ ６ 〃 ハナ ２６．６�
６１２ クリノトルネード 牡４栗 ５７ 中舘 英二栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B４７４－ ２ 〃 クビ ３６．０	
８１６ アルーリングムーン 牡６鹿 ５７ 松田 大作 
サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２－１０ 〃 ハナ ３２．４�
４７ フリーアズアバード 牡４鹿 ５７ 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 B４６８－ ２１：０９．８クビ １５．４
１２ ビットスターダム 牡４芦 ５７ 柴山 雄一馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ ２８．１�
７１３� ナイトアンジェロ 牡５青鹿５７ 村田 一誠山口 義道氏 萩原 清 愛 Ring Pink

Partnership ５０８＋ ４ 〃 クビ ５．５�
５９ � アイスカービング 牝８黒鹿５５ 丸田 恭介下河�行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４９２＋１０１：０９．９クビ ３９．８�
３６ ウインドジャズ 牡５黒鹿５７ 渡辺 薫彦岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４８２－ ２ 〃 ハナ １４．７�
５１０ メイショウバレーヌ 牝８栗 ５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６４－ ４１：１０．５３� ４８．０�
２４ � サクラオハナ 牝５栗 ５５ 上村 洋行�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 原 武久 ４４２＋ ４１：１２．５大差 ６０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，６４８，７００円 複勝： ４５，９３４，６００円 枠連： ４１，８７５，４００円

馬連： １３３，８６７，８００円 馬単： ７８，１８２，９００円 ワイド： ４５，５２１，９００円

３連複： １８６，１８７，６００円 ３連単： ３４２，３９２，３００円 計： ９０５，６１１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � ２３０円 � ２００円 枠 連（３－７） ４００円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� １，９４０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ５００円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ２，４２０円 ３ 連 単 ��� ９，５４０円

票 数

単勝票数 計 ３１６４８７ 的中 � ９９１２３（１番人気）
複勝票数 計 ４５９３４６ 的中 � １２７１３５（１番人気）� ４４５０２（４番人気）� ５２７７８（３番人気）
枠連票数 計 ４１８７５４ 的中 （３－７） ７７６８２（１番人気）
馬連票数 計１３３８６７８ 的中 �� ７７３２７（３番人気）
馬単票数 計 ７８１８２９ 的中 �� ２９８７６（４番人気）
ワイド票数 計 ４５５２１９ 的中 �� ２０４２３（３番人気）�� ２３２７８（２番人気）�� １１８５５（７番人気）
３連複票数 計１８６１８７６ 的中 ��� ５７００９（３番人気）
３連単票数 計３４２３９２３ 的中 ��� ２６４８９（８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．３―１１．７―１１．５―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．５―４６．２―５７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．７
３ ５，１５，１３（６，１１）（４，１４）（７，８）（１，１２）２，３，１６（９，１０） ４ ５，１５（６，１１，１３）（７，１４）（８，１２）１（２，３）（４，１６）（９，１０）

勝馬の
紹 介

リ ュ ン ヌ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウイニングチケット デビュー ２００９．１２．２０ 阪神９着

２００７．４．７生 牝５鹿 母 レイオブライト 母母 リアルドラマ １４戦４勝 賞金 ５０，０３１，０００円
〔その他〕 サクラオハナ号は，３コーナーで他の馬の影響を受けたため，「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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 サザンブレイズ号・ドリームフォワード号
（非抽選馬） ３頭 ダンシングロイヤル号・プリティスター号・ミヤジエムジェイ号

１００７２ ４月２２日 曇 良 （２４福島１）第６日 第１２競走 ��１，８００�
じ ょ う ど だ い ら

浄 土 平 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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

８１０ オマワリサン 牡４鹿 ５７ 木幡 初広小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５１４＋ ２１：５０．０ ４．８�

６７ コスモマスタング 牡４黒鹿５７ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４８４－ ３ 〃 クビ ３１．５�
１１ トーセンマルス 牡４鹿 ５７ 黛 弘人島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４３４－ ４１：５０．２１� ３１．８�
５５ コスモラングデン 牝４芦 ５５ 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 小島牧場 ５０６－ ４１：５０．３� ４．５�
７９ リルバイリル �４鹿 ５７ 松山 弘平小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 ４７８－ ２ 〃 クビ ４．０�
７８ 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 B４５８－ ４１：５０．６１� ２６．５	
３３ スマートリバティー 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 ４３８－ ８ 〃 クビ ２．８

６６ メイショウヨウドウ 牡４黒鹿５７ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 ４８２－ ２１：５０．７クビ １４．８�
４４ モンサンアポロ 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次山下 新一氏 岩戸 孝樹 新冠 中村農場 ４６６＋ ６１：５１．３３� ９８．０�
２２ 	 アレルヤトウブ 牡４栗 ５７ 丸田 恭介真部 晴�氏 佐藤 吉勝 日高 下河辺牧場 ４３６＋ ６ 〃 クビ １１６．３
８１１ ニシノユメマクラ 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 ４７２＋１６１：５３．５大差 ４８．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２６，０６８，３００円 複勝： ３４，０１７，８００円 枠連： １６，６０２，４００円

馬連： ６１，７６６，０００円 馬単： ４３，４５４，７００円 ワイド： ２５，３５５，５００円

３連複： ７９，４５０，２００円 ３連単： １９１，９８７，１００円 計： ４７８，７０２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２１０円 � ８００円 � ５８０円 枠 連（６－８） ２，０９０円

馬 連 �� ７，７５０円 馬 単 �� １２，７５０円

ワ イ ド �� ２，１３０円 �� １，９２０円 �� ５，７１０円

３ 連 複 ��� ３６，２２０円 ３ 連 単 ��� １７５，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２６０６８３ 的中 � ４３０４３（４番人気）
複勝票数 計 ３４０１７８ 的中 � ５２８９４（４番人気）� ９８１４（８番人気）� １４１７５（６番人気）
枠連票数 計 １６６０２４ 的中 （６－８） ５８９０（９番人気）
馬連票数 計 ６１７６６０ 的中 �� ５８８３（２３番人気）
馬単票数 計 ４３４５４７ 的中 �� ２５１６（４０番人気）
ワイド票数 計 ２５３５５５ 的中 �� ２９５４（２２番人気）�� ３２８８（２０番人気）�� １０７６（３５番人気）
３連複票数 計 ７９４５０２ 的中 ��� １６１９（７５番人気）
３連単票数 計１９１９８７１ 的中 ��� ８０６（３５５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．３―３６．７―５０．１―１：０３．１―１：１５．５―１：２７．６―１：３８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

オマワリサン �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２０１０．９．２６ 中山５着

２００８．４．２９生 牡４鹿 母 アナタゴノミ 母母 アララットサン ２１戦２勝 賞金 ２５，７６７，０００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６日 ４月２２日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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

１５２，７１０，０００円
８，０４０，０００円
１，４３０，０００円
１３，５４０，０００円
５９，８８４，０００円
４，５７６，０００円
１，６８９，６００円

勝馬投票券売得金
１９４，６０１，１００円
３００，８８９，４００円
１５７，３１６，４００円
４６１，２４３，０００円
３２７，２０２，５００円
２０４，６７０，９００円
６６０，９６４，４００円
１，２３５，３７３，０００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 ３，５４２，２６０，７００円

総入場人員 １１，００８名 （有料入場人員 ８，９８７名）


