
１１０５７ ４月２５日 雨 不良 （２１福島１）第５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）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

８１４ スカーレットダイヤ 牝４青鹿５５ 後藤 浩輝芹澤 精一氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 ４２８－ ６２：０５．６ ３．９�

５８ コスモザガリア 牝４鹿 ５５ 中舘 英二 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 門別 庫宝牧場 ５１４＋１２２：０５．７� ６．２�
３４ メイショウベーネ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 辻 牧場 ４４４＋ ８２：０６．６５ ４２．４�
４６ � ナ ナ ツ ダ チ 牝４黒鹿５５ 石橋 脩山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 ４７２－１７２：０６．８１� ２５．３�
４７ サプライズユー 牝５栗 ５５ 吉田 隼人 �社台レースホース浅野洋一郎 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８＋２０ 〃 アタマ １４．５�
７１３ メタルビーズ 牝６黒鹿５５ 木幡 初広�下河辺牧場 武藤 善則 門別 下河辺牧場 ４０８± ０２：０７．０１� ４２．２�
１１ 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 ４２２－ ２２：０７．３２ ５．５

７１２ ウィンドチャイム 牝４黒鹿５５ 西田雄一郎�ターフ・スポート堀井 雅広 浦河 市川フアーム ４６０＋ ２２：０７．５� ３１．９�
８１５� ミスフェイスフル 牝６鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗�口 正蔵氏 須貝 彦三 浦河 馬道 繁樹 ４６８－ ２２：０７．６� ３１．９
２３ ショウナンアルス 牝６青 ５５ 小野 次郎国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム B４６８－ ６２：０７．９１� ３１．０�
５９ ショウナンアヤカ 牝４黒鹿５５ 武 英智国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４３６＋１２ 〃 ハナ ４６．２�
６１０� メイショウシオギリ 牝５鹿 ５５ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 B５１８－ ２２：０８．５３� ６６．９�
２２ ビターオレンジ 牝５栗 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム ４５２＋１６２：０９．０３ １２．２�
３５ � タガノトゥーリ 牝５栗 ５５ 田中 博康八木 良司氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B４５８－ ６２：１０．０６ ２４．８�
６１１ ハッピープレゼント 牝４栗 ５５ 北村 友一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５０６＋１０２：１０．１� ４．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，８１８，９００円 複勝： ２０，１５６，２００円 枠連： １２，４８９，１００円

普通馬連： ３９，０８９，７００円 馬単： ２９，２６１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９８４，６００円

３連複： ５３，５６３，８００円 ３連単： １０４，２６５，９００円 計： ２８８，６２９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � ２３０円 � ９８０円 枠 連（５－８） １，０８０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ２，４００円 �� ４，１１０円

３ 連 複 ��� １５，１３０円 ３ 連 単 ��� ５８，６１０円

票 数

単勝票数 計 １３８１８９ 的中 � ２８２７９（１番人気）
複勝票数 計 ２０１５６２ 的中 � ３８９４９（１番人気）� ２４５０３（４番人気）� ４０２９（１３番人気）
枠連票数 計 １２４８９１ 的中 （５－８） ８５９９（４番人気）
普通馬連票数 計 ３９０８９７ 的中 �� ２０４４７（４番人気）
馬単票数 計 ２９２６１２ 的中 �� ９６９９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９８４６ 的中 �� ６８６１（４番人気）�� １５９３（３１番人気）�� ９１８（４９番人気）
３連複票数 計 ５３５６３８ 的中 ��� ２６１４（５０番人気）
３連単票数 計１０４２６５９ 的中 ��� １３１３（１５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１１．９―２３．７―３５．９―４８．８―１：０２．４―１：１５．４―１：２８．０―１：４０．７―１：５２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．６
１
３
１５（８，１１）（９，１２）（３，１０）１３（１，１４）５（２，７）（４，６）
８（１５，１２）（１３，１１）（９，１，１０，１４，６）（３，２，７）４－５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スカーレットダイヤ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Dehere デビュー ２００８．２．１１ 東京３着

２００５．３．１１生 牝４青鹿 母 キャニオンジュノー 母母 ミドルフォークラピッヅ ９戦２勝 賞金 １７，７５０，０００円


