
１１００９ ４月１１日 晴 良 （２１福島１）第１日 第９競走 ��２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

５９ セ ン ノ カ ゼ 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介河内 孝夫氏 山内 研二 浦河 川越ファーム ４７８＋ ４２：００．１ １７．２�

２４ ホークウィンザー 牡４芦 ５７ 赤木高太郎小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４５０＋ ８２：００．３１� ２７．２�
２３ マイネソシオ 牝４青鹿５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岡田 稲男 新冠 コスモヴューファーム ４２４－ ４ 〃 ハナ ７．８�
３５ レジームチェンジ 牡４鹿 ５７ 中舘 英二吉田 和美氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム B４７６＋ ２ 〃 ハナ＋クビ ３．２�
１２ ローレルベルロード 牡４栗 ５７ 鮫島 良太 �ローレルレーシング 鮫島 一歩 新冠 新冠橋本牧場 ４７４－１２２：００．５１� ３．８�
８１５ シンボリローレンス 牡４黒鹿５７ 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４７２－ ４２：００．６� ８．８�
７１３ ベ ル フ リ ー 牡６鹿 ５７ 松田 大作 	サンデーレーシング 西園 正都 早来 ノーザンファーム B５１８－１２ 〃 アタマ ８．１

１１ フォンテーヌ 牝４栗 ５５

５２ ▲宮崎 北斗宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 谷口牧場 ４４０－１０２：０１．３４ ５９．５�
７１４� スモーキークォーツ 牝５芦 ５５ 西田雄一郎 	荻伏服部牧場 天間 昭一 浦河 広瀬 正昭 ４６６－ ２２：０１．４� １２．８�
５１０ スズカゲイル 牡４鹿 ５７ 芹沢 純一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 小島牧場 ４１２＋ ２ （降着） ２０．９
６１２� テンジンリュウセー 	５鹿 ５７

５４ ▲丸山 元気�テンジン 矢野 照正 静内 見上牧場 ４６０－ ４ 〃 ハナ ７８．８�
４７ マイネルジュレップ 牡４芦 ５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 早来 ノーザンファーム ４９２＋１６２：０１．６１� ３３．６�
６１１� スマートスパイラル 牡６青 ５７ 黛 弘人大川 徹氏 平井 雄二 千歳 社台ファーム ５０６－ ２２：０１．７クビ １０８．４�
８１６� リバーパッション 牡５栗 ５７ 郷原 洋司河越 武治氏 郷原 洋行 門別 山本 通則 ４３４－１９２：０２．０１� ９１．７�
３６ � スリーエリシオ 牡８鹿 ５７ 武 英智永井商事� 武 宏平 門別 本間牧場 ４９０＋ ４２：０２．４２� ２４６．４�
４８ � ヨシウォーリア 牡６鹿 ５７ 田中 博康田辺 喜彦氏 浅野洋一郎 新冠 須崎牧場 ４４６－１０２：０６．６大差 ９１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，３１７，３００円 複勝： １４，９１７，９００円 枠連： １１，９２７，５００円

普通馬連： ３１，１４２，３００円 馬単： ２３，６１４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １２，３９１，０００円

３連複： ４０，５８３，７００円 ３連単： ８３，０６７，９００円 計： ２２８，９６２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７２０円 複 勝 � ４９０円 � ９４０円 � ２７０円 枠 連（２－５） ３，３２０円

普通馬連 �� ２７，１４０円 馬 単 �� ５０，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，７９０円 �� １，７３０円 �� ５，０１０円

３ 連 複 ��� ６９，３４０円 ３ 連 単 ��� ４０５，９９０円

票 数

単勝票数 計 １１３１７３ 的中 � ５１９９（７番人気）
複勝票数 計 １４９１７９ 的中 � ７８７１（７番人気）� ３７５２（１０番人気）� １６８８８（４番人気）
枠連票数 計 １１９２７５ 的中 （２－５） ２６５８（１４番人気）
普通馬連票数 計 ３１１４２３ 的中 �� ８４７（５４番人気）
馬単票数 計 ２３６１４８ 的中 �� ３４６（１０７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２３９１０ 的中 �� ５２１（４９番人気）�� １７９８（２２番人気）�� ６０３（４１番人気）
３連複票数 計 ４０５８３７ 的中 ��� ４３２（１５９番人気）
３連単票数 計 ８３０６７９ 的中 ��� １５１（８９９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２４．０―３５．６―４７．８―１：００．１―１：１２．０―１：２３．９―１：３５．６―１：４７．５

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

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

勝馬の
紹 介

セ ン ノ カ ゼ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００７．９．２３ 阪神４着

２００５．３．２３生 牡４鹿 母 デントロビウム 母母 メロウマダング １９戦２勝 賞金 ２０，６７６，０００円
〔降着〕 スズカゲイル号は，４位〔タイム２分００秒３，着差ハナ〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「スモーキークォーツ」号の走行を妨害したため１０着に降着。
〔制裁〕 スズカゲイル号の騎手芹沢純一は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２１年４月１８日から平成２１年

４月２６日まで騎乗停止。
〔その他〕 スモーキークォーツ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

ヨシウォーリア号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 スモーキークォーツ号は，平成２１年５月１１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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 カネトシレジアス号・ユウターダーツ号
（非抽選馬） １頭 シデンカイ号


