
１００２５ ４月１８日 晴 重 （２２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）

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

７１３ ラブソネット 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５０＋ ８１：４７．７ ２．６�

６１０ グリッタラーティ 牝３青鹿 ５４
５１ ▲西村 太一 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム ４３６－ ６１：４８．３３� ４４．５�

６１１ グッドティアラ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 パカパカ
ファーム B４６４± ０１：４８．４� ８７．３�

３５ ラガーチェイス 牝３鹿 ５４ 中舘 英二奥村 啓二氏 田所 清広 新ひだか 今 牧場 ４４０－ ４ 〃 アタマ ２．７�
４６ キョウワフェアリー 牝３栗 ５４ 村田 一誠�協和牧場 須貝 尚介 新冠 協和牧場 ４４２＋ ２ 〃 ハナ ４８．０�
４７ ビレッジホワイト 牝３芦 ５４

５１ ▲丸山 元気村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４１６± ０ 〃 クビ ８．０	
８１４ インピッシュハート 牝３鹿 ５４ 石橋 脩飯田 政子氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７０－ ４１：４８．６１� １７．２

３４ シゲルゴウヒメ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 水上 習孝 ４５４－ ６ 〃 クビ １１．２�
５９ マイネスペラーレ 牝３栗 ５４ 木幡 初広 �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 ４６６± ０１：４８．８１ １５．０�
７１２ アースシャネル 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信松山 増男氏 小西 一男 新ひだか 名古屋 一征 ４５０ ―１：４９．１２ ４３．２
５８ アリススプリングス 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優加藤 徹氏 松永 康利 新ひだか 本桐牧場 ４７６－ ２１：４９．４１� １８６．１�
２３ アンダルシア 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作平口 信行氏 谷 潔 浦河 大柳ファーム ４５０＋ ２１：４９．５クビ １３４．３�
２２ キクノロッサ 牝３黒鹿５４ 松田 大作菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 鮫川 啓一 ４５２＋１２１：４９．８１� ７６．１�
１１ アグネストリアノン 牝３栗 ５４ 吉田 隼人渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 ４８８ ―１：５１．７大差 ２３．５�
８１５ シゲルメゴヒメ 牝３鹿 ５４ 田中 健森中 蕃氏 小野 幸治 新ひだか 山田牧場 ４４６－ ４１：５２．０２ ２３２．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ７，８３８，０００円 複勝： １３，５２３，８００円 枠連： ７，７５１，７００円

普通馬連： ２２，３０８，９００円 馬単： １９，９７９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １０，０６２，１００円

３連複： ３３，６４４，７００円 ３連単： ５２，４１３，４００円 計： １６７，５２１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １，６００円 � １，７２０円 枠 連（６－７） ４，９７０円

普通馬連 �� １３，６９０円 馬 単 �� １７，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６８０円 �� ３，０３０円 �� １８，２５０円

３ 連 複 ��� １９３，９９０円 ３ 連 単 ��� ５６０，６００円

票 数

単勝票数 計 ７８３８０ 的中 � ２４４３１（１番人気）
複勝票数 計 １３５２３８ 的中 � ４８９１６（１番人気）� １４９８（１２番人気）� １３８４（１３番人気）
枠連票数 計 ７７５１７ 的中 （６－７） １１５２（１６番人気）
普通馬連票数 計 ２２３０８９ 的中 �� １２０３（３１番人気）
馬単票数 計 １９９７９３ 的中 �� ８２１（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １００６２１ 的中 �� ６７６（３２番人気）�� ８２４（２７番人気）�� １３４（７８番人気）
３連複票数 計 ３３６４４７ 的中 ��� １２８（２１５番人気）
３連単票数 計 ５２４１３４ 的中 ��� ６９（８０４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．５―３０．３―４３．２―５６．２―１：０９．０―１：２１．９―１：３４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．７
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラブソネット �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 Danehill デビュー ２００９．７．１１ 阪神４着

２００７．２．１９生 牝３鹿 母 マチカネレダ 母母 Spanish Habit ９戦１勝 賞金 １０，６５０，０００円


