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１００８５ ４月２９日 晴 良 （２４福島１）第８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

６１１ キングビート 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲横山 和生�桜井牧場 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４６４＋ ４１：１０．４ ８．９�

２３ バトルマグマ 牡３栗 ５６ 中舘 英二宮川 秋信氏 矢作 芳人 新ひだか 片山牧場 ４５６＋ ２１：１０．５� ３．４�
３５ オ ン ジ ェ ム 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗山上 和良氏 新開 幸一 日高 高柳 隆男 ４５４－ ４ 〃 クビ １６．０�
５１０ ウインドグラス 牡３鹿 ５６ 松山 弘平福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 雅 牧場 ４８８＋ ６１：１０．６� ６．５�
８１５ サニースペシャル 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４６８－ ２１：１０．９１� ４．８�
３６ パーデュラブル 牝３栗 ５４ 村田 一誠吉田 哲哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４０± ０１：１１．１１� ２０８．４�
１１ ブルーピアス 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 ４３４－ ４１：１１．２� ４．１	
４８ ウメジマダイオー 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真村田 滋氏 嶋田 潤 平取 高橋 啓 ４７６－ ６１：１１．４１ ２４８．２

６１２ トーホウドラクロワ 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４６４ ―１：１１．６１� １３５．７�
８１６ クラウンカミーノ 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎矢野 悦三氏 小野 次郎 新冠 カミイスタット ４５０＋ ２ 〃 アタマ ６７．９
５９ ドントブリンク 牡３鹿 ５６ 木幡 初広嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 茨城 株式会社

セルダム ４９４± ０ 〃 ハナ １５．６�
１２ スカッシュアゲン 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 B５３０ ―１：１１．７� ４６．９�
２４ フミノリバティ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 ４１０－ ２１：１１．８クビ ５４．２�
７１４ ケイアイアンヘル 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４５８－２２１：１２．１１� ５７．４�
７１３ シルバースカイ 牡３栗 ５６ 二本柳 壮小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４２２± ０１：１２．３１� ４５１．３�
４７ デ リ ッ ト 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介杉澤 光雄氏 伊藤 大士 浦河 赤田牧場 ４５０＋ ４ （競走中止） ３７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，０５２，３００円 複勝： １８，８２１，２００円 枠連： ７，２９９，６００円

馬連： ２５，９０８，４００円 馬単： １９，１８３，５００円 ワイド： １３，７２２，９００円

３連複： ４０，０１４，７００円 ３連単： ５９，４７９，０００円 計： １９５，４８１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ３００円 � １６０円 � ５００円 枠 連（２－６） １，８２０円

馬 連 �� １，９７０円 馬 単 �� ５，４２０円

ワ イ ド �� ７７０円 �� ２，１７０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ９，３６０円 ３ 連 単 ��� ６０，３００円

票 数

単勝票数 計 １１０５２３ 的中 � ９７９１（５番人気）
複勝票数 計 １８８２１２ 的中 � １５３０７（５番人気）� ４２１０２（１番人気）� ７９０４（７番人気）
枠連票数 計 ７２９９６ 的中 （２－６） ２９６７（７番人気）
馬連票数 計 ２５９０８４ 的中 �� ９７１６（７番人気）
馬単票数 計 １９１８３５ 的中 �� ２６１４（２１番人気）
ワイド票数 計 １３７２２９ 的中 �� ４５８１（７番人気）�� １５１１（２３番人気）�� ２６２３（１６番人気）
３連複票数 計 ４００１４７ 的中 ��� ３１５８（３０番人気）
３連単票数 計 ５９４７９０ 的中 ��� ７２８（１８７番人気）

ハロンタイム ９．４―１０．８―１１．４―１２．２―１２．９―１３．７

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．４―２０．２―３１．６―４３．８―５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３８．８
３ ・（９，３）１５（１，１０，１６）（５，４）１１－（６，１２）（１３，１４）－２，８ ４ ・（９，３）１５，１，１０，５，１６－１１（６，４）（１２，１４）（２，１３）－８

勝馬の
紹 介

キングビート �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー ２０１１．９．１８ 中山７着

２００９．２．２０生 牡３黒鹿 母 ムーンライトガーデンズ 母母 Bee My Vision ５戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔競走中止〕 デリット号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 ラプターフィリー号

１００８６ ４月２９日 晴 良 （２４福島１）第８日 第２競走 １，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

４７ ウエスタンルーチェ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム ４２６－ ２１：４８．６ ４０．１�

５９ デルマボサツ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ４５６ ― 〃 クビ １８６．５�
１１ ウインアルエット 牝３鹿 ５４ 川島 信二�ウイン 荒川 義之 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－ ２１：４８．７� ４．０�
２３ スカイアート 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一�大樹ファーム 伊藤 圭三 大樹 大樹ファーム B４４８－ ６１：４８．８クビ ５６．４�
４６ サイレントクロップ 牝３青鹿５４ 吉田 隼人 �グリーンファーム 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２１：４９．４３� ４．６�
３４ プ レ リ ア ル 牝３鹿 ５４ 中舘 英二 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３０－ ４ 〃 クビ ４．５	
８１５ サトノラミア 牝３栗 ５４ 古川 吉洋里見 治氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 ４５２－１２１：４９．６１� ６．５

６１１ トップバゴスター 牝３栗 ５４ 松山 弘平�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４５４± ０１：４９．８１� ５．４�
２２ ディアカメリア 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎ディアレスト 根本 康広 新ひだか 山本 昇寿 ４０６－１２１：４９．９� ４２５．９�
６１０ サクラセレサ 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦�さくらコマース藤岡 健一 新ひだか 谷岡牧場 ４３０－ ６１：５０．１１ ９．８
３５ デルマベンザイ 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 佐藤 吉勝 千歳 社台ファーム ４４０＋ ８１：５０．４１� １３８．０�
７１２ コウギョウグリン 牝３黒鹿５４ 小島 太一菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４３６－１０１：５１．３５ ２５．９�
８１４ ベ レ ス プ リ 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生吉田 和子氏 松永 幹夫 新冠 若林牧場 ４６２＋ ４１：５１．９３� １２６．２�
５８ クラウンミストラル 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行矢野 悦三氏 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 ４７８－ ２１：５２．０� ２３３．９�
７１３ センノメグミ 牝３青鹿５４ 大野 拓弥本田 恒雄氏 武市 康男 新ひだか 水上 習孝 ４５６ ― 〃 ハナ ６４．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，３７４，６００円 複勝： ２２，９９４，９００円 枠連： ７，９３８，６００円

馬連： ２８，２６５，７００円 馬単： １９，４０６，４００円 ワイド： １４，４０４，０００円

３連複： ４１，６９３，３００円 ３連単： ６２，５２９，２００円 計： ２０９，６０６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，０１０円 複 勝 � ７７０円 � ４，１００円 � １８０円 枠 連（４－５） １０，７９０円

馬 連 �� １４３，８７０円 馬 単 �� ３４１，０００円

ワ イ ド �� ２９，６００円 �� １，８２０円 �� １１，３２０円

３ 連 複 ��� ２０３，７８０円 ３ 連 単 ��� ２，００６，３８０円

票 数

単勝票数 計 １２３７４６ 的中 � ２４３２（８番人気）
複勝票数 計 ２２９９４９ 的中 � ６７９０（８番人気）� １１６０（１２番人気）� ４７７６５（１番人気）
枠連票数 計 ７９３８６ 的中 （４－５） ５４３（２２番人気）
馬連票数 計 ２８２６５７ 的中 �� １４５（８２番人気）
馬単票数 計 １９４０６４ 的中 �� ４２（１６３番人気）
ワイド票数 計 １４４０４０ 的中 �� １１８（８１番人気）�� ２０００（１８番人気）�� ３１０（５２番人気）
３連複票数 計 ４１６９３３ 的中 ��� １５１（１８９番人気）
３連単票数 計 ６２５２９２ 的中 ��� ２３（１３８７番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．４―１２．１―１３．１―１３．１―１２．７―１２．７―１２．８―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．６―３０．７―４３．８―５６．９―１：０９．６―１：２２．３―１：３５．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンルーチェ �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 メジロライアン デビュー ２０１１．１１．５ 東京１３着

２００９．５．１１生 牝３黒鹿 母 ウエスタンホリデー 母母 ウエスタンシャープ ７戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時２０分に変更。
〔騎手変更〕 サトノラミア号の騎手丸田恭介は，第１競走での落馬による検査のため古川吉洋に変更。

第１回 福島競馬 第８日



１００８７ ４月２９日 晴 良 （２４福島１）第８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

２３ クラウンエンビー 牡３栗 ５６ 松山 弘平矢野 悦三氏 日吉 正和 鹿児島 小園 孝一 ４５２－ ２１：０９．６ ２．９�

４８ メイショウコウボウ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲森 一馬松本 好雄氏 佐山 優 浦河 赤田牧場 ４６０－ ６ 〃 アタマ ６．０�

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 B４４０＋ ２１：０９．７� １５．９�

３６ リトルビッグマン 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗山上 和良氏 新開 幸一 新ひだか 友田牧場 ４４２± ０１：０９．９１ １７．４�
８１５ スペシャルリリー 牝３栗 ５４ 木幡 初広喜田 啓照氏 田島 俊明 日高 本間牧場 ４５４± ０ 〃 アタマ １４９．８�
５１０ ドラゴンアイリス 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹窪田 康志氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４１８－ ４１：１０．０� ２１．０�
１１ ケイジーヒロイン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生鹿倉 勝�氏 宗像 義忠 浦河 梅田牧場 ４５２－ ６ 〃 クビ ３９．１	
７１４ 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 ４４４＋ ６１：１０．１クビ ２．６

７１３ 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 ４５２－ ２ 〃 アタマ １２．９�
５９ ケージーアケボノ 牝３栗 ５４ 的場 勇人川井 五郎氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 ４０８－ ６１：１０．３１� ４００．４�
３５ タケデンサプライズ 牡３青鹿５６ 二本柳 壮武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 ４７０＋ ４１：１０．４� １２４．３
４７ サムライクイーン 牝３栗 ５４ 村田 一誠�山際牧場 南田美知雄 新ひだか 山際牧場 ４３８± ０１：１０．６１� ８４．２�
８１６� アンアミューズド 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一�大樹ファーム 二ノ宮敬宇 米 Walton
Breeding ４５４ ―１：１１．１３ １４３．３�

２４ アキノマロン 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 ４２６＋ ２１：１１．２� ２６０．０�
６１１ ヤマニンオリアン 牡３栗 ５６ 伊藤 工真土井 肇氏 池上 昌弘 浦河 廣田 伉助 ４６６＋ ６１：１１．９４ １２１．９�
１２ ブルーセブン 牡３青鹿５６ 中舘 英二若菜 俊明氏 高橋 裕 厚真 大川牧場 ４９２＋ ６１：１３．７大差 ２２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，５８０，１００円 複勝： １９，３３８，２００円 枠連： ９，２８６，４００円

馬連： ２７，６２４，７００円 馬単： ２０，１６６，６００円 ワイド： １３，５９２，９００円

３連複： ３８，２５２，８００円 ３連単： ６３，２６１，７００円 計： ２０６，１０３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２３０円 � ２８０円 枠 連（２－４） １，０８０円

馬 連 �� １，０３０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ５７０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ３，０８０円 ３ 連 単 ��� １１，８６０円

票 数

単勝票数 計 １４５８０１ 的中 � ４０２６０（２番人気）
複勝票数 計 １９３３８２ 的中 � ４９１８０（１番人気）� １９３９７（３番人気）� １５０５２（５番人気）
枠連票数 計 ９２８６４ 的中 （２－４） ６３９９（４番人気）
馬連票数 計 ２７６２４７ 的中 �� １９９０３（２番人気）
馬単票数 計 ２０１６６６ 的中 �� ９０００（３番人気）
ワイド票数 計 １３５９２９ 的中 �� ７８７５（２番人気）�� ６０１７（７番人気）�� ２５７０（１６番人気）
３連複票数 計 ３８２５２８ 的中 ��� ９１７３（５番人気）
３連単票数 計 ６３２６１７ 的中 ��� ３９３９（２２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．０―１１．５―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．０―４５．５―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンエンビー �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１１．７．３０ 小倉１６着

２００９．４．１４生 牡３栗 母 ワンダージュレーム 母母 ワンダーヒロイン ９戦１勝 賞金 １０，２５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １０時４５分に変更。
〔騎手変更〕 ケイジーヒロイン号の騎手丸田恭介は，第１競走での落馬負傷のため横山和生に変更。
〔制裁〕 マイネルドラガン号の騎手丹内祐次は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（８番・７番・６番・５番・４番

への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルーセブン号は，平成２４年５月２９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 カシマセイセン号・ドウデス号

１００８８ ４月２９日 晴 良 （２４福島１）第８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 シルクアポロン 牡３鹿 ５６ 松山 弘平有限会社シルク池添 兼雄 新ひだか マークリ牧場 ５００－１２１：４８．６ ３５．６�

３４ マンハッタンコード 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４７２± ０１：４８．９１� ５．９�
３５ ホシニイノリヲ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B５０６＋ ６１：４９．２１� ４．２�
６１０ アポロヴァリアント 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 平野牧場 B４９６＋ ４ 〃 クビ １３．６�
８１５ サクラテイオー 牡３青鹿５６ 田中 博康�さくらコマース久保田貴士 新ひだか 谷岡牧場 ４５８－ ６１：４９．３� ５．３�
６１１ ビッグリバティ 牡３青鹿５６ 嘉藤 貴行�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 ４８２ ―１：４９．４クビ １８９．５	
５８ コスモメルハバ 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 ４８６－ ２ 〃 アタマ ４．４

２３ 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 ４９２＋ ４１：４９．６１� ５．８�
４６ 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 ４５８－ ６１：４９．８１ ８．７�
８１４ ベルモントブレイク 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント

ファーム ５００＋ １１：５１．４１０ １１２．４
７１３ コウズシャイン 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 ５００± ０１：５１．５� ３３７．０�
４７ シゲルパイナップル 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太森中 蕃氏 中村 均 日高 三輪牧場 ４８４－ ６１：５１．７１� ８５．５�
７１２ トップアトラス 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋�宮内牧場 岩元 市三 日高 日西牧場 ４５０± ０１：５１．９１� ２５５．４�
２２ ドリームテンペスト 牡３栗 ５６

５３ ▲原田 和真セゾンレースホース� 大江原 哲 平取 中川 隆 ４８８＋ ２ 〃 アタマ １４６．０�
５９ ショーヘイクン 牡３鹿 ５６

５３ ▲横山 和生大久保與志雄氏 戸田 博文 日高 藤本ファーム ４５２ ―１：５３．７大差 １３４．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，２６４，７００円 複勝： ２５，５８９，５００円 枠連： ８，５６２，０００円

馬連： ２８，２５０，２００円 馬単： ２１，０３６，３００円 ワイド： １４，０４７，８００円

３連複： ３９，０８０，３００円 ３連単： ６２，８３１，０００円 計： ２１４，６６１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５６０円 複 勝 � ８７０円 � ２３０円 � ２００円 枠 連（１－３） ５，３２０円

馬 連 �� １２，３６０円 馬 単 �� ３０，５１０円

ワ イ ド �� ３，１８０円 �� ３，１００円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ２１，９２０円 ３ 連 単 ��� ２４２，７８０円

票 数

単勝票数 計 １５２６４７ 的中 � ３３８７（８番人気）
複勝票数 計 ２５５８９５ 的中 � ６１３６（８番人気）� ３１２８８（５番人気）� ３９０５６（２番人気）
枠連票数 計 ８５６２０ 的中 （１－３） １１８９（１７番人気）
馬連票数 計 ２８２５０２ 的中 �� １６８８（２６番人気）
馬単票数 計 ２１０３６３ 的中 �� ５０９（５７番人気）
ワイド票数 計 １４０４７８ 的中 �� １０５３（２６番人気）�� １０８０（２５番人気）�� ５５８７（１０番人気）
３連複票数 計 ３９０８０３ 的中 ��� １３１６（４５番人気）
３連単票数 計 ６２８３１０ 的中 ��� １９１（４１９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．２―３０．２―４３．１―５６．６―１：０９．３―１：２２．１―１：３５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．３
１
３
１，２，５（１４，１５）（７，８，１０）（９，３）４，６（１１，１３）＝１２・（１，５）４－１５（７，１０）（８，６）３，２（１４，１１）９－１３－１２

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

勝馬の
紹 介

シルクアポロン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１２．３．３１ 阪神１４着

２００９．２．１９生 牡３鹿 母 ロイヤルオーキッド 母母 ターコイズブルー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショーヘイクン号は，平成２４年５月２９日まで平地競走に出走できない。



１００８９ ４月２９日 晴 良 （２４福島１）第８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

３５ マイネルヴェリタス 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 荻伏三好フ

アーム ４８８＋ ４２：０１．０ １．８�

８１５ ローズフラッシュ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 ４６８－ ２２：０１．２１� ５２．０�
７１３ ハンサムボーイ 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４４６－ ６ 〃 クビ ５．７�
８１４ グランプレージョ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム ４８６－１４ 〃 ハナ ５．２�
６１１ 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 ５０４＋ ４２：０１．６２� ８．８�
６１０� コスモスペッキオ 牡３栗 ５４ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新 The Micaela

Murray Trust ４９０ ― 〃 クビ ３５．２	
１１ ジョビジョバ 牡３栗 ５６ 西田雄一郎伊達 敏明氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン

牧場 ４８６－ ６２：０１．７クビ １３７．９

３４ ミライヘノカゼ 牡３鹿 ５６ 川島 信二三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B４６８－ ２２：０１．８� １１４．３�
５８ ハートビートボーイ 牡３黒鹿５６ 松山 弘平橋場 勇二氏 清水 出美 新ひだか 坂本牧場 ４７４－ ６ 〃 クビ ６８．４�
７１２ ナ イ ク 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人加藤 信之氏 田所 秀孝 新ひだか 林 祐二 B４３８＋ ２２：０２．２２� １９０．５
２３ ローレルレーロ 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗 �ローレルレーシング 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４６２－ ４２：０２．３� １８．４�
４６ � レッドグルーヴァー 牡３芦 ５６ 上村 洋行 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Edition Farm ４５８＋ ２ 〃 ハナ １９．４�
４７ ゴーイングスター 牡３芦 ５６ 渡辺 薫彦林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ５２８＋ ２２：０３．３６ ２９２．９�
２２ � シゲルチェリモヤ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹森中 蕃氏 坂口 正則 米 Thomas W.

Bachman ５１８－ ２２：０７．９大差 １２３．６�
５９ サムライニッポン 牡３青鹿５６ 木幡 初広居城 要氏 南田美知雄 新冠 北勝ファーム B４５６＋ ６２：２５．３大差 １４１．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，２３８，８００円 複勝： ３４，８４０，５００円 枠連： ９，７０７，７００円

馬連： ２７，６５１，７００円 馬単： ２５，４７０，４００円 ワイド： １５，６５４，３００円

３連複： ３９，８６５，８００円 ３連単： ７７，９８７，０００円 計： ２４７，４１６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ７２０円 � １７０円 枠 連（３－８） ４１０円

馬 連 �� ３，１４０円 馬 単 �� ４，４８０円

ワ イ ド �� １，１５０円 �� ２６０円 �� ２，５００円

３ 連 複 ��� ４，７６０円 ３ 連 単 ��� ２１，９１０円

票 数

単勝票数 計 １６２３８８ 的中 � ７３６２８（１番人気）
複勝票数 計 ３４８４０５ 的中 � １９２１２３（１番人気）� ５２６０（８番人気）� ３８２５８（２番人気）
枠連票数 計 ９７０７７ 的中 （３－８） １７７９６（１番人気）
馬連票数 計 ２７６５１７ 的中 �� ６５１８（１０番人気）
馬単票数 計 ２５４７０４ 的中 �� ４２０３（１３番人気）
ワイド票数 計 １５６５４３ 的中 �� ３０５６（１２番人気）�� １８５３７（２番人気）�� １３５７（２３番人気）
３連複票数 計 ３９８６５８ 的中 ��� ６１８９（１３番人気）
３連単票数 計 ７７９８７０ 的中 ��� ２６２８（５５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．３―１２．２―１３．４―１２．７―１２．７―１２．０―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２２．９―３４．２―４６．４―５９．８―１：１２．５―１：２５．２―１：３７．２―１：４９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３５．８
１
３
４＝２，６（３，１４）（５，１５）１１，１（８，１０）（９，１２）（７，１３）
４（５，６，１４）（３，１５，１１）１０（８，１２）（２，１３）１－７＝９

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

勝馬の
紹 介

マイネルヴェリタス �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１２．２．１２ 東京３着

２００９．３．１２生 牡３栗 母 カルチェラタン 母母 シヤトーダンサー ４戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔騎手変更〕 ローレルレーロ号の騎手丸田恭介は，第１競走での落馬負傷のため宮崎北斗に変更。
〔制裁〕 グランプレージョ号の騎手大野拓弥は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１１番・１０番へ

の進路影響）
〔調教再審査〕 サムライニッポン号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 サムライニッポン号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルチェリモヤ号は，平成２４年５月２９日まで平地競走に出走できない。

１００９０ ４月２９日 晴 良 （２４福島１）第８日 第６競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１２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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

６１０ ピースフルアース 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム ４５２－１０１：４９．１ １０．５�

３４ マルターズグロウヴ 牡４黒鹿５７ 川島 信二藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ４９４－ ４ 〃 クビ ４４．３�
５８ マイネルナタリス 牡５黒鹿５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム ４６０－ ２１：４９．３１ ４．３�
７１２ 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± ０ 〃 クビ ７．３�
８１３ コスモマクスウェル 牝５鹿 ５５ 丹内 祐次 �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 B４６４－ ８１：４９．６１� ２２．３�
８１４ エクスビート 牡４鹿 ５７ 村田 一誠前原 敏行氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４４８－ ２ 〃 クビ ８５．８	
４６ ク リ ア キ ー 牝５鹿 ５５ 伊藤 工真 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４５２＋２０１：４９．７クビ ２１．８

７１１ サンデースイセイ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム ４７２＋ ６１：４９．８� １１．１�
６９ トウカイフィット 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 ４７６－１０１：５０．０１� ９０．５�
４５ ノヴァグロリア 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６６－１８ 〃 クビ ４．０
２２ � エムアイボニータ 牝５栗 ５５ 宮崎 北斗馬場 �晃氏 松永 康利 新冠 竹中牧場 B４６８＋ ２１：５０．２１ ３２．７�
５７ ゴールドラム 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人�ジェイアール 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 ４９２－１４１：５０．５１� ３２．８�
１１ � エリモロワイヤル 牡４黒鹿５７ 松山 弘平山本 慎一氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４８０－ ２ 〃 クビ ４．３�
３３ スリーラスカル 牡７黒鹿５７ 渡辺 薫彦永井商事� 大橋 勇樹 静内 朝野 勝洋 ４５６－３０１：５０．８１� ４６．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，６９２，７００円 複勝： １９，１１４，６００円 枠連： ９，２０４，７００円

馬連： ２７，４９８，６００円 馬単： １８，９６４，９００円 ワイド： １４，３１８，５００円

３連複： ３７，１９４，３００円 ３連単： ６２，１４３，７００円 計： ２００，１３２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ３３０円 � ８４０円 � ２００円 枠 連（３－６） ７，７５０円

馬 連 �� ３４，２３０円 馬 単 �� ６２，７７０円

ワ イ ド �� ７，９００円 �� ９５０円 �� ３，９３０円

３ 連 複 ��� ３５，０６０円 ３ 連 単 ��� ２５９，１１０円

票 数

単勝票数 計 １１６９２７ 的中 � ８８３０（５番人気）
複勝票数 計 １９１１４６ 的中 � １４７３６（５番人気）� ４９２６（１１番人気）� ３１８１７（２番人気）
枠連票数 計 ９２０４７ 的中 （３－６） ８７７（２７番人気）
馬連票数 計 ２７４９８６ 的中 �� ５９３（６２番人気）
馬単票数 計 １８９６４９ 的中 �� ２２３（１２０番人気）
ワイド票数 計 １４３１８５ 的中 �� ４３４（６１番人気）�� ３８９５（１１番人気）�� ８８１（４２番人気）
３連複票数 計 ３７１９４３ 的中 ��� ７８３（１０１番人気）
３連単票数 計 ６２１４３７ 的中 ��� １７７（６６９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３６．８―４９．５―１：０２．３―１：１４．６―１：２６．４―１：３７．６

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

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

勝馬の
紹 介

ピースフルアース �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１０．９．１２ 阪神６着

２００８．４．２９生 牡４鹿 母 エ ア ピ ー ス 母母 ジョイアスピルエット １４戦２勝 賞金 １６，１５０，０００円
〔騎手変更〕 サンデースイセイ号の騎手丸田恭介は，第１競走での落馬負傷のため中舘英二に変更。
〔その他〕 エリモロワイヤル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エリモロワイヤル号は，平成２４年５月２９日まで出走できない。



１００９１ ４月２９日 晴 良 （２４福島１）第８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

７１４ 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 ４５８－ ４１：０９．０ ４．２�

８１６ フレンチミシル 牝４栗 ５５ 大野 拓弥�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４７６＋ ６１：０９．６３� １３．４�
４８ レッツマンボウ 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 ４８４＋１２ 〃 アタマ ５４．３�
２４ フ レ イ ヤ 牝６鹿 ５５ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ５２２± ０ 〃 クビ ３．４�
１２ 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 ４５８－ ８ 〃 ハナ ９．１�
１１ 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± ０１：０９．７クビ ９１．５	
３６ 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 ４７０－ ２ 〃 ハナ １０．２

６１１ デステニーアロー 牝６黒鹿５５ 田中 博康岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１２－ ６ 〃 クビ １６２．５�
４７ � ア マ レ ッ ト 牝４鹿 ５５ 木幡 初広�イージス 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 ４３４－ ８１：１０．０１� ２６．５�
２３ ド ナ リ サ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４６８－ ６１：１０．１� １８．４
７１３ アユミチャン 牝４芦 ５５ 吉田 隼人北所 直人氏 矢野 英一 新ひだか 友田牧場 ４６０－ ２１：１０．２� ７．６�
６１２ 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 ４７４＋ ２ 〃 アタマ ２４．３�
３５ ジョープラチネラ 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 ４４４＋ ６１：１０．３クビ １６９．４�
５１０ ハ ロ ー タ マ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二ニットー商事� 菊川 正達 新冠 斉藤 安行 ４５０＋ ２ 〃 クビ ２０．２�
５９ トウケイカガヤキ 牝４黒鹿５５ 川島 信二木村 信彦氏 飯田 明弘 えりも エクセルマネジメント ４４６＋ ２１：１０．５１ １３．５�
８１５ サクラベッシー 牝５鹿 ５５ 上村 洋行�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 山田牧場 ５００＋ ８ 〃 クビ １１３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８２４，８００円 複勝： ２６，８５０，８００円 枠連： １１，４０７，７００円

馬連： ３０，５２１，８００円 馬単： ２１，６１６，５００円 ワイド： １６，３４１，０００円

３連複： ４８，４１９，０００円 ３連単： ７４，７１７，０００円 計： ２４４，６９８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １８０円 � ４１０円 � １，４４０円 枠 連（７－８） １，２２０円

馬 連 �� ２，１００円 馬 単 �� ３，５６０円

ワ イ ド �� ８６０円 �� ４，１００円 �� ９，３２０円

３ 連 複 ��� ４３，５８０円 ３ 連 単 ��� １５８，０００円

票 数

単勝票数 計 １４８２４８ 的中 � ２８２６８（２番人気）
複勝票数 計 ２６８５０８ 的中 � ５１２８９（２番人気）� １５８７２（７番人気）� ３９０８（１２番人気）
枠連票数 計 １１４０７７ 的中 （７－８） ６９４６（６番人気）
馬連票数 計 ３０５２１８ 的中 �� １０７３７（７番人気）
馬単票数 計 ２１６１６５ 的中 �� ４４８３（１０番人気）
ワイド票数 計 １６３４１０ 的中 �� ４９５５（６番人気）�� ９６０（４７番人気）�� ４１８（７２番人気）
３連複票数 計 ４８４１９０ 的中 ��� ８２０（１２６番人気）
３連単票数 計 ７４７１７０ 的中 ��� ３４９（４８５番人気）

ハロンタイム ９．５―１１．１―１１．５―１２．１―１２．３―１２．５

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．６―３２．１―４４．２―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウネントリッヒ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．７．２５ 新潟１０着

２００７．４．３生 牝５栗 母 タケイチイチホース 母母 シヤダイビシヨツプ ２１戦３勝 賞金 ３０，３５８，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔騎手変更〕 デステニーアロー号の騎手丸田恭介は，第１競走での落馬負傷のため田中博康に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 クリスリリー号・プリティマリ号・プルメリ号

１００９２ ４月２９日 晴 良 （２４福島１）第８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

３６ アイティクイーン 牝４栗 ５５ 川島 信二一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ５０６－ ２１：０８．７ ２２．７�

７１４ 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 ４７４＋ ２１：０８．８� １１．４�
７１３ クラウンフィデリオ 牡４栗 ５７ 中舘 英二矢野 悦三氏 天間 昭一 浦河 中島牧場 ４８２＋１４ 〃 ハナ １７．０�
２３ アイビーフォールド 牡５鹿 ５７ 松山 弘平 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 ４５４± ０ 〃 クビ １５．９�
４８ カルトマリーヌ 牝５鹿 ５５ 伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４２＋ ２１：０８．９� ２０．９�
１１ サニーヘイロー 牝４栗 ５５ 大野 拓弥宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４６２± ０１：０９．０� ２．０	
４７ レッドアンジェリカ 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４７４－ ４１：０９．１� ７．３

５１０ マックスストレイン 牡５栗 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４６８± ０ 〃 ハナ ６．３�
５９ キャロルロゼ 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６４－ ６１：０９．２� ７１．７�
１２ ウルトラファイン 牡４栗 ５７ 村田 一誠井山 登氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B５１４＋ ６１：０９．４１� ４９．９
３５ ゲンパチマイラヴ 牝４栗 ５５ 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 頼嗣 ４８４－ ８１：０９．５クビ ６４．５�
８１６ メロークーミス 牝４鹿 ５５

５２ ▲西村 太一井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ
ファーム ４５２－ ６１：０９．６� ４８．９�

６１１� キャニオンルナ 牝５鹿 ５５ 丹内 祐次�谷川牧場 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 B５１８＋ ４１：０９．７クビ ２７５．５�
２４ トロピカルマドンナ 牝６鹿 ５５ 川須 栄彦小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４８６＋ ４１：０９．８� ２５．４�
８１５ ホットラッシュ 牡４青 ５７ 古川 吉洋草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 前川牧場 ４１０－ ２１：０９．９� ２１．９�
６１２� セトノジャーニー 牡５鹿 ５７ 宮崎 北斗難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 ５０２－ ６ 〃 アタマ １７０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，３３６，６００円 複勝： ２３，３８５，２００円 枠連： １２，６３９，１００円

馬連： ３３，１４１，８００円 馬単： ２４，４７７，９００円 ワイド： １６，７８２，３００円

３連複： ４７，７２０，４００円 ３連単： ７７，７９６，０００円 計： ２５３，２７９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２７０円 複 勝 � ８４０円 � ３４０円 � ５２０円 枠 連（３－７） ７，０７０円

馬 連 �� １９，３７０円 馬 単 �� ４５，０５０円

ワ イ ド �� ５，２１０円 �� ９，８００円 �� ２，８４０円

３ 連 複 ��� １０７，３８０円 ３ 連 単 ��� ７５５，４５０円

票 数

単勝票数 計 １７３３６６ 的中 � ６０２５（９番人気）
複勝票数 計 ２３３８５２ 的中 � ６８７１（１１番人気）� １９６４０（４番人気）� １１８８７（７番人気）
枠連票数 計 １２６３９１ 的中 （３－７） １３２０（２２番人気）
馬連票数 計 ３３１４１８ 的中 �� １２６３（５０番人気）
馬単票数 計 ２４４７７９ 的中 �� ４０１（１０４番人気）
ワイド票数 計 １６７８２３ 的中 �� ７９２（５０番人気）�� ４１８（７４番人気）�� １４７０（３３番人気）
３連複票数 計 ４７７２０４ 的中 ��� ３２８（２２１番人気）
３連単票数 計 ７７７９６０ 的中 ��� ７６（１３８３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．１―１１．５―１１．４―１１．８

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイティクイーン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１０．１１．２０ 東京６着

２００８．３．３生 牝４栗 母 レモングラス 母母 ボ リ ー ン １３戦２勝 賞金 １８，０００，０００円
〔騎手変更〕 カルトマリーヌ号の騎手丸田恭介は，第１競走での落馬負傷のため伊藤工真に変更。
※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 クィンビークイーン号・ジュンノアスカ号



１００９３ ４月２９日 晴 良 （２４福島１）第８日 第９競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時０５分 （芝・右）

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

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

１１ エバーグリーン 牡４青 ５７ 川須 栄彦吉田 照哉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４８６－ ８１：４８．３ １．４�

６８ コウヨウレジェンド 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 B４９６－１０１：４８．４� ２７．４�
４４ トップストライド 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 B４８４± ０１：４８．６１� １６．７�
８１３ マイティージュニア 牡４黒鹿５７ 田中 博康本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５００－ ６ 〃 アタマ １１．９�
６９ マイネルハイセンス 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 イワミ牧場 ４８６＋ ２１：４８．８１� １５．０�
５６ � スタートセンス 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 ４２４－２６ 〃 アタマ ３７．９	
２２ � ルネッサンスマン 牡４栗 ５７ 伊藤 工真誓山 正伸氏 南田美知雄 様似 清水 誠一 ４４０± ０１：４８．９クビ ２７１．２

７１１ ナンヨーストロング �５鹿 ５７ 勝浦 正樹中村 �也氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ４８４－ ２１：４９．０� １２．４�
３３ � トウショウドライヴ 牡４鹿 ５７ 川島 信二野島 春男氏 田島 良保 新ひだか 片岡 博 ４２６－１８１：４９．１� ７５．０�
５７ � ダッシュソング 牡４鹿 ５７ 村田 一誠奈良�孝一郎氏 坪 憲章 浦河 高村牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ ６７．３
８１２ ビップレジェンド 牡５栗 ５７ 松山 弘平鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 中央牧場 ４５８＋ ６１：４９．３１ ４５．５�
４５ ラバンガルド �５栗 ５７ 西田雄一郎岡田 牧雄氏 清水 美波 むかわ 市川牧場 B４７０＋ ４１：４９．６１� ９．６�
７１０ シンボリシュテルン 牡４黒鹿５７ 宮崎 北斗シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 B５１４－ ２１：５０．４５ １１４．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，７８７，５００円 複勝： ４６，４９１，０００円 枠連： １２，３８２，５００円

馬連： ３４，９６４，０００円 馬単： ３５，５４５，８００円 ワイド： １６，９６８，０００円

３連複： ４７，３８９，５００円 ３連単： １１０，０８３，６００円 計： ３２３，６１１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ３９０円 � ３１０円 枠 連（１－６） ６００円

馬 連 �� １，４８０円 馬 単 �� １，５２０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ４４０円 �� ３，０１０円

３ 連 複 ��� ５，７３０円 ３ 連 単 ��� １６，５８０円

票 数

単勝票数 計 １９７８７５ 的中 � １１６２８０（１番人気）
複勝票数 計 ４６４９１０ 的中 � ３１７４３５（１番人気）� １１８６２（７番人気）� １６３００（５番人気）
枠連票数 計 １２３８２５ 的中 （１－６） １５４７６（４番人気）
馬連票数 計 ３４９６４０ 的中 �� １７４５７（６番人気）
馬単票数 計 ３５５４５８ 的中 �� １７２９３（６番人気）
ワイド票数 計 １６９６８０ 的中 �� ５４７９（６番人気）�� １０４１５（４番人気）�� １２８０（３２番人気）
３連複票数 計 ４７３８９５ 的中 ��� ６１１１（２２番人気）
３連単票数 計１１００８３６ 的中 ��� ４９０２（４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．５―４９．４―１：０２．０―１：１３．８―１：２５．２―１：３６．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エバーグリーン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．４．２３ 京都５着

２００８．３．９生 牡４青 母 ドライアッド 母母 オークツリー １６戦２勝 賞金 ２３，７２８，０００円
〔騎手変更〕 コウヨウレジェンド号の騎手丸田恭介は，第１競走での落馬負傷のため古川吉洋に変更。

１００９４ ４月２９日 晴 良 （２４福島１）第８日 第１０競走 １，７００�
お な は ま

小 名 浜 特 別
発走１４時４０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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

７１３ メイショウドレイク 牡７黒鹿５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５２０－ ２１：４７．３ １２．６�

５９ 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 ４８６－ ２ 〃 クビ ２．７�
４６ 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 ４６４＋ ２１：４７．４� １８．３�
８１４� ピ ュ カ ー ロ 牡４栗 ５７ 上村 洋行藤田 孟司氏 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６－ ６１：４７．７２ ８．１�
３４ シンボリカンヌ 牡５鹿 ５７ 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５１６＋ ４１：４７．９１� １１１．４�
１１ 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 ４９８－ ４ 〃 ハナ １５．５�
８１５ ファイアアロー 牡４黒鹿５７ 川須 栄彦吉田 和美氏 吉田 直弘 新ひだか 前川 勇 ４４８－ ２ 〃 クビ ６．７�
６１１� シャイニーベスト 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎八百板俊一郎氏 星野 忍 平取 雅 牧場 ４５２＋ ２ 〃 アタマ ６７．５	
２２ バーチャルトラック 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人岩本 允氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 ４５０＋ ２１：４８．０クビ １３．３

４７ カシノスターライト 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ４９８± ０１：４８．６３� ３１６．３�
５８ 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 ４７２＋ ４１：４８．７� ３．７�
３５ タマモダイナミック 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋タマモ 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 ５３４＋ １１：４８．８� ９８．２�
７１２� マルターズタイム 牡５鹿 ５７ 木幡 初広藤田 在子氏 蛯名 利弘 日高 天羽 禮治 ４７６－ ５１：４９．２２� ７０．６�
２３ シルキーフェスタ 牝５栗 ５５ 伊藤 工真有限会社シルク大和田 成 新冠 須崎牧場 ４３２－ ６１：４９．３クビ １３８．４�
６１０� ラビットファレル 牝４栗 ５５ 原田 和真喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４５８± ０１：４９．４� １５５．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，８１７，２００円 複勝： ２７，４３２，４００円 枠連： １８，５９２，６００円

馬連： ４４，０１５，４００円 馬単： ３１，６４９，０００円 ワイド： ２１，０３９，４００円

３連複： ６５，３９２，８００円 ３連単： １１７，０４９，３００円 計： ３４２，９８８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２６０円 複 勝 � ３２０円 � １４０円 � ３４０円 枠 連（５－７） １，０４０円

馬 連 �� １，８８０円 馬 単 �� ４，８８０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� ２，７４０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ９，５００円 ３ 連 単 ��� ６４，０４０円

票 数

単勝票数 計 １７８１７２ 的中 � １１２２７（５番人気）
複勝票数 計 ２７４３２４ 的中 � １８８９３（６番人気）� ７３０１８（１番人気）� １７３５２（８番人気）
枠連票数 計 １８５９２６ 的中 （５－７） １３２１３（４番人気）
馬連票数 計 ４４０１５４ 的中 �� １７３１１（７番人気）
馬単票数 計 ３１６４９０ 的中 �� ４７９１（２０番人気）
ワイド票数 計 ２１０３９４ 的中 �� ７５３６（６番人気）�� １８０２（２８番人気）�� ５８１６（９番人気）
３連複票数 計 ６５３９２８ 的中 ��� ５０８４（３１番人気）
３連単票数 計１１７０４９３ 的中 ��� １３４９（２０１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．４―３０．４―４３．４―５６．８―１：０９．０―１：２１．８―１：３４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３８．３
１
３
１４，１０，１５，９－７，１１，８，１３，３，１２（５，６）２，１，４・（１４，６）４（１５，９）１３（７，１１）（１０，１２）（８，１）２（５，３）

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

勝馬の
紹 介

メイショウドレイク �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００７．１２．２２ 中山６着

２００５．３．１６生 牡７黒鹿 母 メイショウオッチモ 母母 オールザイヤーズ ４２戦３勝 賞金 ５０，８７４，０００円
〔制裁〕 シャイニーベスト号の騎手西田雄一郎は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）

ラビットファレル号の騎手原田和真は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）
〔その他〕 シャイニーベスト号は，３コーナーから４コーナーにかけて内側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 スリープレシャス号・バトルシュリイマン号



１００９５ ４月２９日 晴 良 （２４福島１）第８日 第１１競走 ��１，２００�福島民友カップ
発走１５時２０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）

福島民友新聞社長賞（１着）
賞 品

本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００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

１１ ドリームバレンチノ 牡５青 ５６ 松山 弘平セゾンレースホース� 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４９０＋ ８１：０７．４ ５．２�

６１０ テイエムオオタカ 牡４鹿 ５６ 中舘 英二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 ４９２－ ６１：０７．５� ３．３�
２３ フォーエバーマーク 牝４鹿 ５３ 村田 一誠青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ５０２－ ６ 〃 クビ ２６．２�
２２ ダンスファンタジア 牝４鹿 ５４ 木幡 初広 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５４－１２１：０７．７１� １８．９�
５９ ブルーミンバー 牝７鹿 ５６ 川須 栄彦諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８２－ ６１：０７．９１ ８．１�
３５ パ ド ト ロ ワ 牡５鹿 ５８ 勝浦 正樹吉田 照哉氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５３４＋１０ 〃 アタマ ５．６	
３４ ロードバリオス 牡７青 ５７ 鮫島 良太 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４５２± ０１：０８．０� ５４．３

６１１ スギノエンデバー 牡４鹿 ５５ 上村 洋行杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４４４± ０ 〃 クビ ６．９�
４７ アポロフェニックス 牡７黒鹿５７ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９６± ０１：０８．２１ １６．２�
５８ ミキノバンジョー 牡５鹿 ５６ 西田雄一郎谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ５０６＋ ２ 〃 クビ １９．７
８１５ ケイアイアストン 牡７鹿 ５８ 的場 勇人 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 静内 松田 三千雄 ４８８＋ ４１：０８．４１� ４４．２�
４６ スペシャルハート 牡７栗 ５６ 大野 拓弥芹澤 精一氏 勢司 和浩 三石 片山 修 ４９６－１０ 〃 ハナ ３９．９�
８１４ シセイカグヤ 牝６鹿 ５４ 川島 信二猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６８＋ ６１：０８．５� ３８．０�
７１２ ロビンフット 牡４青鹿５５ 田中 博康桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 B５０６－ ２ 〃 クビ ８９．１�
７１３ ジェイケイセラヴィ 	８鹿 ５８ 宮崎 北斗小谷野次郎氏 中川 公成 静内 藤川フアーム ４８２－ ８１：１０．６大差 １１２．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３９，６０５，０００円 複勝： ６０，０２３，４００円 枠連： ３３，７４３，１００円

馬連： １６１，６０３，１００円 馬単： ８６，０３５，９００円 ワイド： ５０，２９７，５００円

３連複： ２０２，４４９，９００円 ３連単： ３８１，０１９，４００円 計： １，０１４，７７７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １８０円 � １６０円 � ６３０円 枠 連（１－６） ６８０円

馬 連 �� １，２１０円 馬 単 �� ２，５９０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ２，２８０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� ９，９３０円 ３ 連 単 ��� ４７，４６０円

票 数

単勝票数 計 ３９６０５０ 的中 � ６０９８８（２番人気）
複勝票数 計 ６００２３４ 的中 � ９７３２８（２番人気）� １２１６２７（１番人気）� １８１５９（９番人気）
枠連票数 計 ３３７４３１ 的中 （１－６） ３６７７５（３番人気）
馬連票数 計１６１６０３１ 的中 �� ９９３８３（２番人気）
馬単票数 計 ８６０３５９ 的中 �� ２４５１８（６番人気）
ワイド票数 計 ５０２９７５ 的中 �� ２５３０４（３番人気）�� ５２０６（２５番人気）�� ７２７８（１９番人気）
３連複票数 計２０２４４９９ 的中 ��� １５０４９（３０番人気）
３連単票数 計３８１０１９４ 的中 ��� ５９２６（１０７番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．１―１１．３―１１．２―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．４―４４．７―５５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．１―３F３４．０
３ ・（３，１０）５，７，６（１，９，８）（１１，１３）（２，４）（１４，１５）－１２ ４ ・（３，１０）５（６，９，７）（１，８，１１）（２，４，１４）（１２，１３，１５）

勝馬の
紹 介

ドリームバレンチノ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー ２００９．１０．１７ 京都３着

２００７．２．２２生 牡５青 母 コスモヴァレンチ 母母 イブキローマン ２１戦６勝 賞金 １２６，９５１，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジェイケイセラヴィ号は，平成２４年５月２９日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 スプラッシュエンド号（疾病〔右前挫跖〕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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１１頭 アキノパンチ号・エアティアーモ号・エーシンリジル号・ショウナンカザン号・スマートタイタン号・

セブンシークィーン号・ニシノステディー号・ベイリングボーイ号・ヘニーハウンド号・メイショウデイム号・
ロードニュースター号

１００９６ ４月２９日 晴 良 （２４福島１）第８日 第１２競走 ��２，０００�
た か ゆ お ん せ ん

高 湯 温 泉 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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

４４ � ゲットアヘッド 牡５黒鹿５７ 村田 一誠武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４６８± ０１：５９．０ １３２．５�

６６ セ ミ ニ ョ ン 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン
牧場 ４６２＋ ６１：５９．１� １２．７�

５５ 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 B４９６－ ２ 〃 クビ １．７�
３３ マイネルヴァルム 牡４青鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４５６－１０１：５９．２� １２．８�
１１ ヤマニンアーマー 牡４鹿 ５７ 松山 弘平土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５２－ ６１：５９．５２ １０．６�
２２ ボストンリョウマ 牡４青鹿５７ 渡辺 薫彦ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７０－１０１：５９．６� ２１．４�
８９ � ダノンアンチョ 牡５芦 ５７ 大野 拓弥�ダノックス 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム ５２６－１２１：５９．７� ６．７	
７７ ガリレオバローズ 牡４黒鹿５７ 古川 吉洋猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５２４＋ ４２：００．５５ ６．６

８１０ 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 B４５２－ ８２：００．６クビ ４４．８�
７８ 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 ４５６＋ ４２：００．８１� ３０．２

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２７，６５０，２００円 複勝： ４２，７０１，３００円 枠連： １４，８１７，６００円

馬連： ５４，７８６，４００円 馬単： ４８，２４９，０００円 ワイド： ２３，２２５，０００円

３連複： ７０，１８６，６００円 ３連単： １９５，９３５，０００円 計： ４７７，５５１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３，２５０円 複 勝 � １，７６０円 � ３００円 � １１０円 枠 連（４－６） １４，５７０円

馬 連 �� ３８，８８０円 馬 単 �� １０５，３５０円

ワ イ ド �� ７，０６０円 �� ２，０７０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １３，５９０円 ３ 連 単 ��� ２５３，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２７６５０２ 的中 � １６４５（１０番人気）
複勝票数 計 ４２７０１３ 的中 � ３２５５（１０番人気）� ２４５５４（６番人気）� ２０５２７３（１番人気）
枠連票数 計 １４８１７６ 的中 （４－６） ７５１（２９番人気）
馬連票数 計 ５４７８６４ 的中 �� １０４０（４４番人気）
馬単票数 計 ４８２４９０ 的中 �� ３３８（８８番人気）
ワイド票数 計 ２３２２５０ 的中 �� ７５４（４１番人気）�� ２６４４（２３番人気）�� １４８５０（４番人気）
３連複票数 計 ７０１８６６ 的中 ��� ３８１４（４１番人気）
３連単票数 計１９５９３５０ 的中 ��� ５７１（３９８番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．２―１１．６―１１．８―１１．９―１２．２―１１．９―１２．０―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．３―３４．９―４６．７―５８．６―１：１０．８―１：２２．７―１：３４．７―１：４６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．３
１
３
９－１０，１（２，３）（６，５）７＝４－８
９，１０，３（１，５）（２，６，７）－４－８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ゲットアヘッド �
�
父 バ ゴ �

�
母父 サンデーサイレンス

２００７．５．３生 牡５黒鹿 母 イブキサーマディ 母母 イブキリセス １６戦１勝 賞金 １６，８５０，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔騎手変更〕 ダノンアンチョ号の騎手丸田恭介は，第１競走での落馬負傷のため大野拓弥に変更。

３レース目



（２４福島１）第８日 ４月２９日 （祝日） 晴 馬場 （芝C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

１７１，９７０，０００円
６，７００，０００円
１，６４０，０００円
１５，５１０，０００円
５９，７２１，０００円
４，５７６，０００円
１，６８９，６００円

勝馬投票券売得金
２１８，２２４，５００円
３６７，５８３，０００円
１５５，５８１，６００円
５２４，２３１，８００円
３７１，８０２，２００円
２３０，３９３，６００円
７１７，６５９，４００円
１，３４４，８３１，９００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 ３，９３０，３０８，０００円

総入場人員 １７，４０７名 （有料入場人員 １５，１７５名）



平成２４年度 第１回福島競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４１５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

１，３１７，２１０，０００円
２，０８０，０００円
５９，７６０，０００円
１３，２１０，０００円
１１７，５７０，０００円
４７９，７８３，０００円
３７，０６２，０００円
１３，５８４，０００円

勝馬投票券売得金
１，６２７，４５９，３００円
２，６１７，４６６，１００円
１，１８９，７５８，４００円
３，９２７，５６５，１００円
２，７２５，６５０，４００円
１，７１９，９３５，９００円
５，４４５，９６６，８００円
１０，０５３，３４６，４００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ２９，３０７，１４８，４００円

総入場延人員 １０６，１９３名 （有料入場延人員 ６１，２２５名）


