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１７０１３ ６月１７日 曇 稍重 （２４福島２）第２日 第１競走 ��
��１，１５０�サラブレッド系３歳

発走１０時１０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

７１３ エ ゾ ム サ シ 牡３青鹿５６ 吉田 豊瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 ４５６－ ６１：０９．３ ４．４�

４７ エバーシャン 牝３鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次青柳征八郎氏 田村 康仁 新ひだか 由利 徳之 ４３０－ ２１：０９．４� ２．１�

１１ インディライト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５４＋ ２１：０９．８２� ３．８�

２３ ベストミニオン 牝３鹿 ５４
５１ ▲西村 太一古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 ４４８＋１０１：１０．０１� ２３．５�

４８ � アンアミューズド 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�大樹ファーム 二ノ宮敬宇 米 Walton
Breeding ４６２＋ ８１：１０．１� ３７．９�

８１５ タイタンフォンテン 牡３栗 ５６ 柴田 大知吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中神牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ９７．９�
８１６ エ ク セ ラ ン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治井上 修一氏 根本 康広 新ひだか グランド牧場 ４５６－ ２ 〃 アタマ ７０．２	
６１１ ニンファエア 牝３鹿 ５４ 中舘 英二吉田 和美氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ５４２－ ６１：１０．９５ １４．１

３５ メイショウタイマツ 牡３栗 ５６ 北村 宏司松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 赤田牧場 ４５２＋ ８１：１１．０クビ ５１．２�
５１０ 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 ４０６－２０ 〃 クビ ３５１．３�
６１２ メモリアビアンカ 牝３芦 ５４

５１ ▲山崎 亮誠有限会社シルク奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４２４± ０１：１１．１� ３７．２

５９ ナ ガ ア キ ラ 	３鹿 ５６ 柴田 善臣井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 バンダム牧場 B４７０－１４１：１１．２� ７９．６�
２４ ハワイアンミント 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士�大樹ファーム 伊藤 圭三 大樹 大樹ファーム ４３２－ ２ 〃 アタマ ２０５．４�
７１４� ホライゾンブルー 牡３鹿 ５６ 石神 深一前田 幸治氏 田中 剛 米 William

Peeples ４７４＋１０１：１１．９４ ２０．６�
３６ イーグルストーン 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４７８－ ２１：１２．０� １３０．９�
１２ シ マ カ ゼ 牡３栗 ５６

５３ ▲原田 和真中村 政勝氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 ４７２ ―１：１２．１クビ １７３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１１９，０００円 複勝： ２６，７４４，９００円 枠連： １３，９９１，６００円

馬連： ４４，６７１，２００円 馬単： ３４，０２２，８００円 ワイド： １９，９２６，１００円

３連複： ６０，７９８，５００円 ３連単： １１１，１９８，６００円 計： ３２８，４７２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（４－７） ３５０円

馬 連 �� ４１０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ２６０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ４７０円 ３ 連 単 ��� ２，８９０円

票 数

単勝票数 計 １７１１９０ 的中 � ３１３３９（３番人気）
複勝票数 計 ２６７４４９ 的中 � ４７２００（３番人気）� ９１０５１（１番人気）� ４７８５５（２番人気）
枠連票数 計 １３９９１６ 的中 （４－７） ２９５９２（１番人気）
馬連票数 計 ４４６７１２ 的中 �� ８０４８１（２番人気）
馬単票数 計 ３４０２２８ 的中 �� ２３５７７（４番人気）
ワイド票数 計 １９９２６１ 的中 �� ２７０７６（２番人気）�� １７４３１（３番人気）�� ２８６５７（１番人気）
３連複票数 計 ６０７９８５ 的中 ��� ９６８２０（１番人気）
３連単票数 計１１１１９８６ 的中 ��� ２８４２０（４番人気）

ハロンタイム ９．６―１１．０―１１．３―１２．４―１２．５―１２．５

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．６―２０．６―３１．９―４４．３―５６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３７．４
３ ３（７，１２）１３，４（８，１５）（１，１１）－（５，１６）９，２，１０－１４，６ ４ ３，７（１２，１３）（４，８）（１，１５，１１）－１６（５，９）－１０，２－１４，６
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

エ ゾ ム サ シ �
�
父 サニングデール �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．７．１０ 函館７着

２００９．４．３生 牡３青鹿 母 ノーリグレッグ 母母 タガノハニー １２戦１勝 賞金 １３，７００，０００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） １頭 トキノワイルド号
（非抽選馬） ３頭 エムエムベレッタ号・スノービアンコ号・トートモデルニスモ号

１７０１４ ６月１７日 曇 稍重 （２４福島２）第２日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

８１５ ローズノーブル 牝３青 ５４ 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ３９８＋ ６１：４９．３ ４．９�

４７ スリーアフロディテ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 ４６６－ ６１：４９．７２� ５．２�
７１３ シュピッツェ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５４－１０１：４９．９１� ６．２�
１１ チ ー ズ マ ヨ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４３２－ ８１：５０．０クビ １７．９�
５１０ ローズフラッシュ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 ４７４＋ ４ 〃 ハナ １０．１�
７１４ フォースライト 牝３黒鹿５４ 横山 典弘吉田 和子氏 清水 英克 浦河 小林 仁 ４６６＋ ２１：５０．５３ ２．７	
４８ ヘイルメアリー 牝３栗 ５４ 吉田 豊小林 秀樹氏 粕谷 昌央 浦河 高野牧場 ４４８－ ２１：５０．７１� ６２．５

３６ プリッキーヌー 牝３栗 ５４ 柴田 善臣吉田 勝己氏 菊川 正達 安平 ノーザンファーム ４４８－ ２１：５０．８クビ ３５．６�
６１２ プローディギウム 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４６８＋１２１：５０．９� １９４．０�
２４ アスペンゴールド 牝３栗 ５４ 石橋 脩�G１レーシング 久保田貴士 新ひだか 追分ファーム ４２８＋ ２１：５１．０� １０．５
２３ ラトマティーナ 牝３芦 ５４ 江田 照男 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４５８＋ ４１：５１．２１� １０３．５�
６１１ ブライティアアクア 牝３鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４５０－１６１：５１．６２� ６８３．３�
５９ チャンピオンローズ 牝３栗 ５４ 田中 博康坪野谷純子氏 木村 哲也 浦河 アイオイファーム ４４４± ０ 〃 クビ ４７６．２�
８１６ レディーピース 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 岩見牧場 ４３４± ０１：５２．０２� ５７７．８�
１２ レッドタイム 牝３黒鹿５４ 武士沢友治西村 專次氏 菊沢 隆徳 新ひだか タイヘイ牧場 ４８０ ―１：５６．１大差 ２１５．３�
３５ ビーダーマイヤー 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B４１８ ―２：１５．０大差 ２４９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９４１，３００円 複勝： ３７，７１９，３００円 枠連： １５，１３２，５００円

馬連： ５１，４５０，３００円 馬単： ３５，２０３，１００円 ワイド： ２３，２０２，４００円

３連複： ６６，１０１，８００円 ３連単： １１５，７１１，９００円 計： ３６４，４６２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � ２２０円 枠 連（４－８） １，２５０円

馬 連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，５７０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ６７０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ２，５００円 ３ 連 単 ��� １３，１１０円

票 数

単勝票数 計 １９９４１３ 的中 � ３２４３２（２番人気）
複勝票数 計 ３７７１９３ 的中 � ６４０３５（２番人気）� ５９４９３（３番人気）� ４２４１９（４番人気）
枠連票数 計 １５１３２５ 的中 （４－８） ８９９５（６番人気）
馬連票数 計 ５１４５０３ 的中 �� ２８４８５（４番人気）
馬単票数 計 ３５２０３１ 的中 �� １０１４３（９番人気）
ワイド票数 計 ２３２０２４ 的中 �� １２８２８（３番人気）�� ８３６１（１０番人気）�� ９４３７（７番人気）
３連複票数 計 ６６１０１８ 的中 ��� １９５４１（８番人気）
３連単票数 計１１５７１１９ 的中 ��� ６５１６（３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３５．９―４８．７―１：００．８―１：１２．７―１：２５．０―１：３６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

ローズノーブル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sevres Rose デビュー ２０１１．１０．２９ 東京２着

２００９．２．２７生 牝３青 母 ヴィアンローズ 母母 Princesse de Viane ６戦１勝 賞金 １３，４５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドタイム号・ビーダーマイヤー号は，平成２４年７月１７日まで平地競走に出走できない。

第２回 福島競馬 第２日



１７０１５ ６月１７日 曇 稍重 （２４福島２）第２日 第３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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

８１３� レッドグルーヴァー 牡３芦 ５６ 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Edition Farm ４６６＋１２１：４６．８ ６．３�

６９ ステップアヘッド 牡３鹿 ５６
５３ ▲西村 太一松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ５０４＋ ２１：４８．２９ ３４１．６�

５７ レッドアヴァロン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 浜本牧場 B４９４± ０１：４８．３� １．５�
５８ ストロングシャリオ �３栗 ５６ 北村 宏司村木 篤氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 B４７４－２２１：４８．５１ １０２．２�
４６ ウエスタンロッサ 牝３青鹿５４ 松岡 正海西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム ４８２＋ ２１：４９．３５ ２８．８�
６１０ オマエニホレタ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春吉田都枝江氏 土田 稔 新ひだか 朝野 勝洋 ５３８＋ ８１：４９．５１	 １２８．８�
４５ マイソールネスト 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太五影 慶則氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７４－ ２１：４９．６クビ ５８．０	
８１４ ムーンベックカフェ 牡３栗 ５６ 中舘 英二西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８０－１８ 〃 クビ ２７．９

１１ ニューアルゴノーツ 牡３青鹿５６ 武士沢友治釘田 秀一氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７６＋ ２１：４９．７� １８．４�
７１１ マヤノフィロソフィ 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人田所 英子氏 武市 康男 新冠 高橋 忍 ４７０＋ ６１：４９．９１	 １３．８�
３３ コスモフルハート 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 ビッグレッドファーム 手塚 貴久 浦河 山下 恭茂 ４９０－１２１：５０．１１	 ９．２�
３４ ディーエスメジャー 牡３栗 ５６ 江田 照男秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか 前田 宗将 ５２２± ０１：５０．４２ ２４．０�
２２ トウカイライト 牡３栗 ５６ 大庭 和弥内村 正則氏 成島 英春 浦河 谷川牧場 ４４０± ０ 〃 アタマ ８７．７�
７１２ スキップビート 牡３栃栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新ひだか 白井 吉美 ４６４－ ４１：５０．６１	 ３６９．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，７２２，８００円 複勝： ４５，５５３，６００円 枠連： １６，２６９，８００円

馬連： ４３，５６５，８００円 馬単： ３７，７３５，１００円 ワイド： ２２，０２８，９００円

３連複： ６０，７４２，７００円 ３連単： １１６，４７６，５００円 計： ３６２，０９５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １８０円 � ３，５６０円 � １１０円 枠 連（６－８） １３，１４０円

馬 連 �� ６２，４４０円 馬 単 �� １００，１８０円

ワ イ ド �� １２，９５０円 �� ２９０円 �� ３，４７０円

３ 連 複 ��� ２１，９４０円 ３ 連 単 ��� ２８７，５００円

票 数

単勝票数 計 １９７２２８ 的中 � ２４９０１（２番人気）
複勝票数 計 ４５５５３６ 的中 � ４４９０４（２番人気）� １２７５（１４番人気）� ２５９６３１（１番人気）
枠連票数 計 １６２６９８ 的中 （６－８） ９１４（２２番人気）
馬連票数 計 ４３５６５８ 的中 �� ５１５（５８番人気）
馬単票数 計 ３７７３５１ 的中 �� ２７８（９５番人気）
ワイド票数 計 ２２０２８９ 的中 �� ３７４（６２番人気）�� ２２８８０（２番人気）�� １４１９（３２番人気）
３連複票数 計 ６０７４２７ 的中 ��� ２０４４（５６番人気）
３連単票数 計１１６４７６５ 的中 ��� ２９９（４９５番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．４―１１．６―１３．１―１３．４―１２．３―１２．６―１２．６―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．５―３０．１―４３．２―５６．６―１：０８．９―１：２１．５―１：３４．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レッドグルーヴァー �
�
父 Any Given Saturday �

�
母父 Cure the Blues デビュー ２０１１．１０．１６ 京都５着

２００９．３．６生 牡３芦 母 Wake Up Kiss 母母 Good Morning Smile ６戦１勝 賞金 ５，３００，０００円
※出走取消馬 フレンドフィーバー号（疾病〔右肩跛行〕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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 タイセイローマン号・バックギャモン号

１７０１６ ６月１７日 曇 稍重 （２４福島２）第２日 第４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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

８１５ ブライトボーイ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 ４６０－ ６２：０２．０ ６．２�

１２ マ グ メ ル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B４４８＋ ２２：０２．１� ７．９�
８１６ コスモバルバラ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム ４２８＋ ８ 〃 ハナ ４４．８�
４８ タガノビッグバン 牡３黒鹿５６ 田中 博康八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０４－ ４２：０２．６３ １５１．９�
５１０ シルキーセブン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩有限会社シルク池上 昌弘 新ひだか タツヤファーム B４９２± ０２：０２．７� １９．７�
２４ ヤマニンノワゼット �３栗 ５６

５３ ▲山崎 亮誠土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４３８－ ８２：０２．９１ ３８．７�
７１３ モントリヒト 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４３０＋ ２ 〃 クビ ３．９	
１１ アイアイエンデバー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春齊藤 敬氏 小島 茂之 新冠 つつみ牧場 ４４４－ ６２：０３．１１� ４２．１

６１２ サイトカイン 牡３栗 ５６

５３ ▲西村 太一加藤 徹氏 成島 英春 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６２＋ ２２：０３．２� ５５５．２�
３５ マイネアスタリスク 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ４２６＋１０２：０３．４１� ８７．５
２３ ローズジュリエット 牝３鹿 ５４ 武士沢友治杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 中村 和夫 ４６２－ ４２：０３．９３ ２９．３�
５９ ビービーマイセン 牡３青鹿５６ 横山 典弘�坂東牧場 松山 康久 平取 坂東牧場 ４７２± ０２：０４．４３ １１．１�
３６ タイセイスナイパー 牡３鹿 ５６ 中舘 英二田中 成奉氏 武藤 善則 新ひだか 村岡 農夫 ４６４± ０２：０５．４６ ２．３�
４７ ニシノドルチェ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 ４９４－１６ 〃 ハナ ２４６．６�
６１１ マルハチマース 牡３青鹿５６ 西田雄一郎ニットー商事� 蛯名 利弘 浦河 小島牧場 ４５０－ ４２：０６．３５ ６３５．１�
７１４ バトルビンチェーロ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人宮川 秋信氏 田島 俊明 新ひだか 飛野牧場 ５５２＋ ２２：０９．３大差 ４３４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８３８，８００円 複勝： ４０，６００，２００円 枠連： １８，０３４，６００円

馬連： ５４，５４２，５００円 馬単： ３６，９１２，２００円 ワイド： ２４，４７１，９００円

３連複： ６９，７３７，２００円 ３連単： １１５，４７１，０００円 計： ３８１，６０８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２５０円 � ２７０円 � ９２０円 枠 連（１－８） ２，２８０円

馬 連 �� ２，７７０円 馬 単 �� ６，１９０円

ワ イ ド �� １，０１０円 �� ２，６００円 �� ３，７３０円

３ 連 複 ��� ２３，７７０円 ３ 連 単 ��� １０１，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２１８３８８ 的中 � ２７９８９（３番人気）
複勝票数 計 ４０６００２ 的中 � ４７４０１（３番人気）� ４３５９９（４番人気）� ９７３３（９番人気）
枠連票数 計 １８０３４６ 的中 （１－８） ５８６３（１０番人気）
馬連票数 計 ５４５４２５ 的中 �� １４５４３（１０番人気）
馬単票数 計 ３６９１２２ 的中 �� ４４０１（２０番人気）
ワイド票数 計 ２４４７１９ 的中 �� ６２２４（１０番人気）�� ２２８７（２８番人気）�� １５８２（３３番人気）
３連複票数 計 ６９７３７２ 的中 ��� ２１６６（６５番人気）
３連単票数 計１１５４７１０ 的中 ��� ８３６（２８１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．４―１２．５―１２．６―１２．６―１２．７―１２．８―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．１―３４．５―４７．０―５９．６―１：１２．２―１：２４．９―１：３７．７―１：４９．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブライトボーイ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．２０ 東京４着

２００９．３．３０生 牡３鹿 母 カレンバレリーナ 母母 シアラスダンサー ６戦１勝 賞金 ８，４５０，０００円
〔制裁〕 コスモバルバラ号の騎手松岡正海は，決勝線手前での御法について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルビンチェーロ号は，平成２４年７月１７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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 イブニングスカイ号・スキピオ号・トウショウキャスト号・ホクテンリステル号・マイネルツァウバー号



１７０１７ ６月１７日 曇 稍重 （２４福島２）第２日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．６
１：０７．８

良

良

８１２ ウエスタンソーレ 牡２芦 ５４ 田中 勝春西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム ４７８ ―１：１１．６ ８．５�

５７ フリティラリア 牝２芦 ５４ 横山 典弘有限会社シルク鈴木 伸尋 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２４ ―１：１１．８１ ４．３�

４４ タ プ ロ ー ム 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 ４５４ ― 〃 ハナ ４．４�
７１１ サンブルエミューズ 牝２栗 ５４ 中舘 英二 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４２４ ―１：１２．０１ ２．９�
１１ コスモバレンタイン 牝２芦 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 中村農場 ３９２ ―１：１２．３２ ６３．５�
２２ スピードパレード 牝２青鹿５４ 石橋 脩市川不動産� 和田 正道 新冠 村上牧場 ４１２ ―１：１２．７２� ２２．１	
４５ クロロフィル 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人山上 和良氏 和田正一郎 新ひだか 沖田 博志 ４５４ ―１：１２．９１� ２１．２

６８ チェリーペトルズ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム ４５６ ― 〃 ハナ ６．９�
７１０ キャロルツリー 牝２鹿 ５４ 吉田 豊魚住 啓市氏 田島 俊明 新冠 高橋 忍 ４４６ ― 〃 クビ ４４．２�
５６ ウチケンジェーニオ 牡２栗 ５４ 江田 照男内田 健一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 ４２４ ―１：１３．３２� １１７．３
３３ ミラクルチャンス 牝２栗 ５４ 柴田 善臣井上 修一氏 佐藤 全弘 新ひだか 真歌田中牧場 ４８６ ―１：１３．５１� ８０．７�
８１３ アポロシャイナー 牝２栗 ５４ 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 原田牧場 ４４４ ―１：１４．８８ ２７．９�

（１２頭）
６９ クリノエルブルース 牡２芦 ５４

５１ ▲嶋田 純次栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 門別牧場 ４５４ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２１，８０１，５００円 複勝： ３２，５１７，３００円 枠連： １４，３０７，０００円

馬連： ４７，９２８，６００円 馬単： ３４，６５４，７００円 ワイド： ２０，０９１，５００円

３連複： ５５，４５２，８００円 ３連単： ９６，６７２，２００円 計： ３２３，４２５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � １５０円 枠 連（５－８） １，５９０円

馬 連 �� ２，０５０円 馬 単 �� ５，１００円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ５８０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ３，０７０円 ３ 連 単 ��� ２５，４４０円

票 数

単勝票数 差引計 ２１８０１５（返還計 １９０２） 的中 � ２０４４７（５番人気）
複勝票数 差引計 ３２５１７３（返還計 ５２６２） 的中 � ３７０８６（５番人気）� ５２８８６（３番人気）� ６７７３７（２番人気）
枠連票数 差引計 １４３０７０（返還計 ５１２） 的中 （５－８） ６６７６（９番人気）
馬連票数 差引計 ４７９２８６（返還計 １３０４２） 的中 �� １７３１６（８番人気）
馬単票数 差引計 ３４６５４７（返還計 ９７８８） 的中 �� ５０２１（２１番人気）
ワイド票数 差引計 ２００９１５（返還計 １０１５９） 的中 �� ６５９７（１０番人気）�� ８４５０（７番人気）�� １２１７８（４番人気）
３連複票数 差引計 ５５４５２８（返還計 ３３３６８） 的中 ��� １３３５２（８番人気）
３連単票数 差引計 ９６６７２２（返還計 ５２７２０） 的中 ��� ２８０５（８２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．５―１２．０―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３５．１―４７．１―５９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．５
３ ・（１２，１１）８（１，４）（５，６）－７＝１０－（３，２）＝１３ ４ ・（１２，１１）（１，８）４（５，６）７＝（１０，２）－３＝１３

勝馬の
紹 介

ウエスタンソーレ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

２０１０．４．２０生 牡２芦 母 ウエスタンクィーン 母母 ウエスタンシャープ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 クリノエルブルース号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。

１７０１８ ６月１７日 晴 稍重 （２４福島２）第２日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

２２ 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 B４９８－ ２１：４８．４ ３２８．９�

４７ ショウナンカーメル 牡３栗 ５６
５３ ▲嶋田 純次�湘南 古賀 史生 平取 高橋 幸男 ５００－ ８１：４８．７２ ６０．２�

８１４ トーセンマクレガー 牡３鹿 ５６ 梶 晃啓島川 �哉氏 田村 康仁 日高 荒井ファーム ４７０＋ ７１：４８．９１� ２９．４�
３４ ナイトホークス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海吉田 和美氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４６８－ ４１：４９．３２� １．２�
７１２ サーストンアリオン 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義齊藤 宣勝氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４５２－ ６１：４９．５１� １０．８�
２３ ケーニギンキルシェ 牝３栗 ５４ 武士沢友治山科 統氏 佐藤 全弘 浦河 バンダム牧場 ４７０－ ２１：４９．７１ ７．２	
５８ アキノセイレン 牡３栗 ５６ 石橋 脩穐吉 正孝氏 菊沢 隆徳 浦河 大西ファーム ４５４－ ４１：５０．０２ ３０２．３

６１１ コスモフレイム 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 厚賀古川牧場 ４３２＋ ６１：５０．４２� ５４．０�
４６ マイネルピエノ 牡３栗 ５６ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 康弘 浦河 村下 明博 ４７０－ ７１：５０．８２� ３１．４
１１ フクノゴールド 牡３鹿 ５６ 中舘 英二福島 実氏 嶋田 功 新ひだか 中村 和夫 ４４８＋ ４１：５１．７５ １２６．０�
７１３ マイネラヴリー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 矢野 英一 新ひだか 泊 寿幸 ４５０＋ ８１：５１．９１� ４１．５�

８１５ シッチジョウジュ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春下田穰一郎氏 二ノ宮敬宇 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４４６－ ６１：５３．５１０ １６０．６�

５９ ハートアンドソウル 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ４８６－ ２ 〃 ハナ ４４２．３�
６１０ ヒラボクゴールド 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４４８± ０ 〃 同着 ８２．８�
３５ ユーコーフラッシュ 牡３芦 ５６

５３ ▲原田 和真�有恒 清水 英克 青森 ユーコー牧場 ４５８ ―１：５３．９２� ３０８．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，５０２，０００円 複勝： ６８，７４０，４００円 枠連： １７，３９０，０００円

馬連： ４６，５２５，９００円 馬単： ４８，０６０，５００円 ワイド： ２３，８８６，７００円

３連複： ６５，９６０，６００円 ３連単： １５９，３４４，６００円 計： ４５７，４１０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２，８９０円 複 勝 �１０，４００円 � １，９８０円 � １，０００円 枠 連（２－４） ３，７３０円

馬 連 �� １１２，５８０円 馬 単 �� ３９４，１００円

ワ イ ド �� ２８，７００円 �� ２２，０３０円 �� ５，６９０円

３ 連 複 ��� ６５７，８３０円 ３ 連 単 ��� ２，０６３，１００円

票 数

単勝票数 計 ２７５０２０ 的中 � ６５９（１４番人気）
複勝票数 計 ６８７４０４ 的中 � １６７８（１３番人気）� ９１１９（８番人気）� １８８７６（４番人気）
枠連票数 計 １７３９００ 的中 （２－４） ３４４９（９番人気）
馬連票数 計 ４６５２５９ 的中 �� ３０５（６７番人気）
馬単票数 計 ４８０６０５ 的中 �� ９０（１４０番人気）
ワイド票数 計 ２３８８６７ 的中 �� ２０４（７７番人気）�� ２６６（７３番人気）�� １０４１（３８番人気）
３連複票数 計 ６５９６０６ 的中 ��� ７４（２８２番人気）
３連単票数 計１５９３４４６ 的中 ��� ５７（１１３０番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．１―１１．８―１２．８―１３．５―１２．９―１２．８―１３．２―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．１―２９．９―４２．７―５６．２―１：０９．１―１：２１．９―１：３５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３９．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

コウズシャイン �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．１１．２０ 東京７着

２００９．４．２９生 牡３鹿 母 ルスナイクノイチ 母母 タカノミッフィー ８戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シッチジョウジュ号・ハートアンドソウル号・ヒラボクゴールド号・ユーコーフラッシュ号は，

平成２４年７月１７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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 イキシアグレイド号・トーホウドラクロワ号
（非抽選馬） ５頭 カシノグリーディ号・ゼンノグライム号・プリンシパル号・ボールドドリーム号・ミヒロ号



１７０１９ ６月１７日 晴 良 （２４福島２）第２日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

６１１ コウヨウレジェンド 牡４鹿 ５７ 田中 勝春寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 B５０６＋ ６１：４７．３ １２．０�

４７ ミヤコマンハッタン 牝３鹿 ５２ 蛯名 正義吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 ４７０－ ２１：４７．７２� ２．９�
３６ ル ナ 牡３芦 ５４ 武士沢友治山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド ４６０－ ２１：４８．６５ １７．１�
７１３ ミッキーシャイン 牡３鹿 ５４ 横山 典弘野田みづき氏 久保田貴士 新ひだか 矢野牧場 ４７０＋ ８１：４８．７クビ ５．９�
８１５� スタートセンス 牡４鹿 ５７ 吉田 豊河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 ４３４＋１０１：４８．９１	 ３３．９�
５９ キングウェールズ 牡６鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム ４５２－ ２１：４９．０
 ２５．２�

８１６� ヒカルハヤブサ 牡３黒鹿５４ 北村 宏司�橋 京子氏 高市 圭二 登別 登別上水牧場 ４７６－ ７１：４９．２１	 ７．５�
１１ コスモマスタング 牡４黒鹿５７ 柴田 大知 	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 ４７６－１０１：４９．６２� ５．０

２４ アルファジョイー 牡３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一近藤 元子氏 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４８２± ０１：４９．７クビ ６７．３�
７１４ マルタカシクレノン 牡４青鹿５７ 江田 照男國立 治氏 清水 美波 浦河 細道牧場 ４９２－ ８１：４９．８
 ７．２�
３５ ケイアイアルテミス 牝４鹿 ５５ 中舘 英二 啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新冠 隆栄牧場 ４４２＋ ８１：５０．１１
 １９４．１�
６１２� コーイヌール �４鹿 ５７ 中谷 雄太 	社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム B４６４＋ ４１：５０．２クビ ９１．４�
１２ ト キ ノ ユ ウ 牡３鹿 ５４ 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４３２－ ２ 〃 クビ ６６．３�
５１０ キーエキスパート 牡３栗 ５４ 柴田 善臣北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 ４７０＋１０１：５０．４１	 １３１．３�
４８ � ミサノグリーン 牝４栗 ５５

５２ ▲嶋田 純次斎藤 光政氏 相沢 郁 浦河 向別牧場 ４２４－ ４ 〃 クビ １８１．１�
２３ ビップレジェンド 牡５栗 ５７ 田中 博康鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 中央牧場 ４６０＋ ６１：５２．４大差 ２４８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，１３６，７００円 複勝： ４２，３７６，８００円 枠連： ２１，２７２，２００円

馬連： ６９，３３７，２００円 馬単： ４１，８６１，１００円 ワイド： ２９，４４８，６００円

３連複： ８５，６５３，４００円 ３連単： １３４，４５９，６００円 計： ４４９，５４５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ２７０円 � １５０円 � ４３０円 枠 連（４－６） １，３４０円

馬 連 �� １，４９０円 馬 単 �� ４，０４０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ２，３４０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ６，８６０円 ３ 連 単 ��� ５０，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２５１３６７ 的中 � １６５４２（６番人気）
複勝票数 計 ４２３７６８ 的中 � ３７８２０（４番人気）� ９６７４３（１番人気）� ２０８６４（７番人気）
枠連票数 計 ２１２７２２ 的中 （４－６） １１７９２（６番人気）
馬連票数 計 ６９３３７２ 的中 �� ３４４７５（５番人気）
馬単票数 計 ４１８６１１ 的中 �� ７６５０（１３番人気）
ワイド票数 計 ２９４４８６ 的中 �� １１８５２（５番人気）�� ２９４９（２８番人気）�� ８０５２（１３番人気）
３連複票数 計 ８５６５３４ 的中 ��� ９２１６（２１番人気）
３連単票数 計１３４４５９６ 的中 ��� １９６４（１６０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．６―１２．２―１２．１―１１．９―１１．９―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．４―３５．０―４７．２―５９．３―１：１１．２―１：２３．１―１：３５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３６．１
１
３
６，７（８，１２）１４，１１，１６，４，１５，１３－５－９（２，１０，１）－３
６，７（１１，８）１４（４，１６）（１２，１５）－１３，９（１，５）３（２，１０）

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

勝馬の
紹 介

コウヨウレジェンド �
�
父 ロイヤルタッチ �

�
母父 ミナガワマンナ デビュー ２０１０．１１．２０ 東京１着

２００８．２．１０生 牡４鹿 母 アサヒマーキュリー 母母 タニワーデン １４戦２勝 賞金 １９，４００，０００円
〔発走状況〕 コスモマスタング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 コスモマスタング号は，平成２４年６月１８日から平成２４年７月８日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビップレジェンド号は，平成２４年７月１７日まで平地競走に出走できない。

１７０２０ ６月１７日 晴 良 （２４福島２）第２日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１２ メロークーミス 牝４鹿 ５５
５２ ▲杉原 誠人井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ

ファーム ４５６－ ２１：０９．９ １５．９�

４７ オウケンハナミズキ 牝３青 ５２ 中舘 英二福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 ４０８＋１２１：１０．１１� １０．５�
７１３ フローラルホール 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４５８＋ ２１：１０．３１� ３．２�
５１０ ヒノデポベーダ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ４２８＋ ６１：１０．５１� ８３．２�
３６ フィンデルムンド 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B４５８－ ４ 〃 クビ ５．６�
６１１� クロンドローリエ 牝５青鹿 ５５

５２ ▲西村 太一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 ４３２＋ ６１：１０．６クビ ４．０	

７１４� パ ヤ ド ー ル 牝４栗 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース黒岩 陽一 千歳 社台ファーム ４５８－ ６ 〃 アタマ ９７．６

５９ ショウナンサンガ 	６黒鹿５７ 北村 宏司�湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４４８－ ２１：１０．７
 ２３．５�
１１ カルテブランシェ 牝５鹿 ５５ 吉田 豊大塚亮一� 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 ４５８＋ ８１：１０．８
 ５５．６�
８１５� ノンパッサーレ 牡４黒鹿５７ 江田 照男佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム ４７８－ ８１：１１．０１� ２４．５
３５ ノボピュアリティ 牝３鹿 ５２

４９ ▲原田 和真�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４７０－ ２ 〃 ハナ １１４．１�
８１６ タングルジャングル 牡４鹿 ５７ 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 ４５６－ ４１：１１．２１� ９．１�
２３ ニシノカーリー 牝４鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４２４＋ ４ 〃 ハナ ６８．８�
４８ � トルピドトウショウ 牝４鹿 ５５ 柴田 大知トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４６＋ ４１：１１．４１� ３６．３�
２４ キングダムキング 牡４鹿 ５７ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７４－ ２１：１１．６１� １３．８�
６１２� フレンドチャンス 牡４鹿 ５７

５４ ▲山崎 亮誠横尾 晴人氏 清水 美波 浦河 木戸口牧場 ４２６－ ２１：１２．４５ ２９９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，７９１，１００円 複勝： ４２，０６８，２００円 枠連： ２３，７３５，９００円

馬連： ７０，２７８，０００円 馬単： ４４，４２７，５００円 ワイド： ２９，７１２，６００円

３連複： ８８，４７０，９００円 ３連単： １３６，８４１，９００円 計： ４５９，３２６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５９０円 複 勝 � ３７０円 � ３５０円 � １５０円 枠 連（１－４） ４，４３０円

馬 連 �� ６，３１０円 馬 単 �� １８，８２０円

ワ イ ド �� １，９５０円 �� １，０２０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� １０，１１０円 ３ 連 単 ��� ９６，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２３７９１１ 的中 � １１８５１（７番人気）
複勝票数 計 ４２０６８２ 的中 � ２４４４４（５番人気）� ２６１３８（４番人気）� １０５５８８（１番人気）
枠連票数 計 ２３７３５９ 的中 （１－４） ３９６１（２１番人気）
馬連票数 計 ７０２７８０ 的中 �� ８２２２（２３番人気）
馬単票数 計 ４４４２７５ 的中 �� １７４３（６２番人気）
ワイド票数 計 ２９７１２６ 的中 �� ３６５４（２３番人気）�� ７２３４（９番人気）�� ８２０４（６番人気）
３連複票数 計 ８８４７０９ 的中 ��� ６４６１（２７番人気）
３連単票数 計１３６８４１９ 的中 ��� １０４２（３１０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．１―１１．８―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．１―４５．９―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メロークーミス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Doulab デビュー ２０１０．１０．１０ 東京９着

２００８．４．８生 牝４鹿 母 ジョーンズギフト 母母 Aghsan １５戦２勝 賞金 １４，２００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 メロークーミス号の騎手杉原誠人は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（８番・１０番への進路影響）
※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 ゲバラ号・ツーオブアス号



１７０２１ ６月１７日 晴 良 （２４福島２）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

お ぐ に ぬ ま

雄 国 沼 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

８９ エチゴイチエ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：４９．５ １．６�

２２ エクセリオン 牡５芦 ５７ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７２－ ２１：４９．６� ６．３�
３３ コ ン カ ラ ン 牝５栗 ５５ 石橋 脩吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４７０－１０ 〃 ハナ １７．５�
１１ シンボリカージナル 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４９４－ ２１：４９．７� ５０．４�
４４ オメガブルーハワイ 牝５黒鹿５５ 横山 典弘原 �子氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４５４－ ６ 〃 ハナ １６．７�
６６ トーセンペトリュス 牡６栗 ５７ 北村 宏司島川 �哉氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ８１：４９．８	 ５．４�
７７ コハクジョー 牡６芦 ５７ 江田 照男河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ５０６－１０１：５０．７５ ８４．５	
８１０ ハリウッドスター 牡５鹿 ５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ５１４± ０１：５１．１２	 ３０．５

７８ ワールドコンパス 牡６鹿 ５７ 嶋田 純次齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ５００＋１２１：５１．４２ １３８．３�
５５ トレノエンジェル 牝５栗 ５５ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ５００－ ８ 〃 アタマ ９．２�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３１，３７９，２００円 複勝： ６０，９１１，４００円 枠連： １９，０７０，６００円

馬連： ８１，０３１，３００円 馬単： ６６，０４１，１００円 ワイド： ３２，３１７，９００円

３連複： ９５，２４７，０００円 ３連単： ２５４，４８８，０００円 計： ６４０，４８６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ２６０円 枠 連（２－８） ４８０円

馬 連 �� ５４０円 馬 単 �� ６８０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ４４０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� １，９３０円 ３ 連 単 ��� ４，０８０円

票 数

単勝票数 計 ３１３７９２ 的中 � １５４７７２（１番人気）
複勝票数 計 ６０９１１４ 的中 � ２８５４２４（１番人気）� ７６２８１（３番人気）� ３４１３６（５番人気）
枠連票数 計 １９０７０６ 的中 （２－８） ２９６９２（２番人気）
馬連票数 計 ８１０３１３ 的中 �� １１１４７０（２番人気）
馬単票数 計 ６６０４１１ 的中 �� ７２５６４（２番人気）
ワイド票数 計 ３２３１７９ 的中 �� ４３４７０（２番人気）�� １７３７９（５番人気）�� ７５２３（１１番人気）
３連複票数 計 ９５２４７０ 的中 ��� ３６４３１（６番人気）
３連単票数 計２５４４８８０ 的中 ��� ４６０５１（８番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１２．３―１２．３―１２．３―１２．３―１２．１―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．３―３６．６―４８．９―１：０１．２―１：１３．５―１：２５．６―１：３７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．０
１
３
２，４（１，３，５，９）６，１０，７，８
９，２（１，４，５）（３，６）７，１０，８

２
４

・（２，４，９）（１，５）３，６－１０，７，８・（９，２）（１，３，４）（６，５）（７，１０）８
勝馬の
紹 介

エチゴイチエ 
�
父 ネオユニヴァース 

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１１．２．２６ 中山１着

２００８．５．４生 牡４鹿 母 ダンスフォーママ 母母 ビユーパーダンス １３戦４勝 賞金 ５５，６９０，０００円

１７０２２ ６月１７日 晴 良 （２４福島２）第２日 第１０競走 ��
��１，７００�

よ こ て

横 手 特 別
発走１５時１０分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
横手市長賞・横手市観光協会賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

８１５ コ ン ノ ー ト 牡４鹿 ５７ 田中 勝春浜野順之助氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４８２± ０１：４６．４ ２．５�

７１２ メイショウラグーナ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６０± ０ 〃 クビ ２３．７�
５８ ヒラボクマジック 牡４黒鹿５７ 横山 典弘�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ５０２＋ ６１：４６．７１� ２．２�
２２ スガノメダリスト 牡６栗 ５７ 石橋 脩菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４７６－ ４１：４７．０２ １７．２�
３４ ヨ ク バ リ 牡７鹿 ５７ 柴田 大知小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４７２－１０１：４７．４２� １５３．４�
４６ ウ イ ン ク 牝７鹿 ５５ 柴田 善臣河� 五市氏 石毛 善彦 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４７４± ０１：４７．５クビ ７９．９	
７１３ テイエムデジタル 牡３鹿 ５４ 田中 博康竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 ４８０＋ ４１：４７．７１	 ４２．３

８１４ エクストラセック 牡５栗 ５７ 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１８± ０１：４７．９１	 １２．２�
５９ 
 サトノデートナ 牡４鹿 ５７ 嶋田 純次里見 治氏 国枝 栄 米

Barbara Nel-
son & Richard
Lugovich Jr.

４７６－１２１：４８．０� １９．５�
６１１ エターナルロブロイ 牡５鹿 ５７ 江田 照男大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ５０４＋ ６ 〃 クビ ４６．５
１１ ケイアイエレガント 牝３黒鹿５２ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B４９２－ ８１：４８．２１� １７．７�
６１０ ナンヨークイーン 牝６鹿 ５５ 武士沢友治中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム B４４４－ ４１：４９．３７ ８４．７�
４７ ドンドドーン 牡６芦 ５７ 中舘 英二�辻牧場 田中 剛 浦河 辻 牧場 ５６０＋１６１：４９．８３ １２１．３�
２３ オールフォーミー 牝７鹿 ５５ 中谷 雄太有限会社シルク清水 英克 静内 千代田牧場 ４８０－１２１：５０．５４ ３４４．４�
３５ カ ミ ダ ノ ミ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海北側 雅司氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４９８－ ８１：５０．６� ６５．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３２，８６２，５００円 複勝： ５１，５６０，３００円 枠連： ３５，８３９，７００円

馬連： １２８，３０６，９００円 馬単： ８２，３１１，９００円 ワイド： ４４，４３４，３００円

３連複： １４９，８３６，８００円 ３連単： ３１５，２０３，８００円 計： ８４０，３５６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � ３２０円 � １２０円 枠 連（７－８） １，２７０円

馬 連 �� ３，０１０円 馬 単 �� ４，２８０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� １４０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １，５２０円 ３ 連 単 ��� １０，７６０円

票 数

単勝票数 計 ３２８６２５ 的中 � １０５１７３（２番人気）
複勝票数 計 ５１５６０３ 的中 � １５６０１５（１番人気）� ２２６４７（７番人気）� １４８３４６（２番人気）
枠連票数 計 ３５８３９７ 的中 （７－８） ２０８６５（３番人気）
馬連票数 計１２８３０６９ 的中 �� ３１５３０（１１番人気）
馬単票数 計 ８２３１１９ 的中 �� １４１９６（１４番人気）
ワイド票数 計 ４４４３４３ 的中 �� ９８９４（１１番人気）�� １２３４６７（１番人気）�� １２２７０（９番人気）
３連複票数 計１４９８３６８ 的中 ��� ７３１３０（５番人気）
３連単票数 計３１５２０３８ 的中 ��� ２１６２９（２８番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．４―１１．９―１２．７―１２．９―１２．９―１２．６―１２．４―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．４―３０．３―４３．０―５５．９―１：０８．８―１：２１．４―１：３３．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コ ン ノ ー ト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．８ 中山１着

２００８．２．１７生 牡４鹿 母 ホーネットピアス 母母 ダイナシユート １０戦４勝 賞金 ４６，２４６，０００円
〔発走状況〕 ドンドドーン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 エスジーブルーム号・コウユーヒーロー号・コスタパルメーラ号・サンマルボス号・セイカフォルトゥナ号・

セブンサミッツ号・タイガースラム号・ナムラビスマルク号・ブライアンズオーラ号・ミラクルセッション号・
ローレルカンタータ号

２レース目



１７０２３ ６月１７日 晴 良 （２４福島２）第２日 第１１競走 ��
��１，２００�バーデンバーデンカップ

発走１５時４５分 （芝・右）
３歳以上，２３．６．１８以降２４．６．１０まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

バーデンバーデン競馬場賞（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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１０ ビウイッチアス 牝３黒鹿５０ 吉田 豊井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 ４３４－ ２１：０９．３ ５．２�

７８ 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± ０１：０９．５１ ２．１�
１１ ケイアイアストン 牡７鹿 ５６ 横山 典弘 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 静内 松田 三千雄 ４８２－ ６１：０９．６� １３．１�
３３ オウケンサクラ 牝５鹿 ５３ 北村 宏司福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４９４－ ２１：０９．７� ６．９�
７９ アイルラヴァゲイン 牡１０鹿 ５４ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１６－ ２ 〃 クビ ８８．５�
６６ インプレスウィナー 牡５青 ５６ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４５２－ ４１：０９．９１� ６．５�
６７ ファインチョイス 牝３鹿 ５０ 嶋田 純次宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 ４５０－ ２１：１０．１１� １４．５	
２２ リーチザクラウン 牡６青鹿５７ 蛯名 正義西山 茂行氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５３０＋１２ 〃 ハナ １１．６

５５ セブンシークィーン 牝６栗 ５１ 武士沢友治吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７６－ ２１：１０．２� ９８．７�
４４ エアティアーモ 牝５青鹿５１ 江田 照男 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２１：１０．４１� ３２．４�
８１１ キヲウエタオトコ 牡７鹿 ５１ 柴田 大知小田切有一氏 高橋 祥泰 門別 大江牧場 ４７２＋１６１：１０．８２� １０６．５

（１１頭）

売 得 金
単勝： ７７，３５２，１００円 複勝： ９５，４９１，９００円 枠連： ４７，７８８，４００円 馬連： ２８６，３９４，９００円 馬単： １６９，２８８，２００円

ワイド： ８２，００２，１００円 ３連複： ３２６，５４３，７００円 ３連単： ７５５，７８１，９００円 ５重勝： ９５８，５６８，６００円 計： ２，７９９，２１１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � ２５０円 枠 連（７－８） ４６０円

馬 連 �� ５４０円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ９４０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，９００円 ３ 連 単 ��� ８，３６０円

５ 重 勝
対象競走：阪神１０R／福島１０R／函館１１R／阪神１１R／福島１１R

キャリーオーバー なし����� ９８，４４０円

票 数

単勝票数 計 ７７３５２１ 的中 � １１７３６９（２番人気）
複勝票数 計 ９５４９１９ 的中 � １４６５８０（２番人気）� ３０７５５７（１番人気）� ７１５４８（５番人気）
枠連票数 計 ４７７８８４ 的中 （７－８） ７７６６４（２番人気）
馬連票数 計２８６３９４９ 的中 �� ３９７８３０（１番人気）
馬単票数 計１６９２８８２ 的中 �� ９６８５３（４番人気）
ワイド票数 計 ８２００２１ 的中 �� １００３９０（１番人気）�� １８８５８（１３番人気）�� ４１６６３（４番人気）
３連複票数 計３２６５４３７ 的中 ��� １２７３６１（５番人気）
３連単票数 計７５５７８１９ 的中 ��� ６６７２１（２１番人気）
５重勝票数 計９５８５６８６ 的中 ����� ７１８７

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．１―１１．８―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．６―４５．４―５７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビウイッチアス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Gulch デビュー ２０１１．６．２５ 中山２着

２００９．３．１９生 牝３黒鹿 母 フィールドソング 母母 A Kiss for Luck １０戦３勝 賞金 ７８，１１８，０００円

１７０２４ ６月１７日 晴 良 （２４福島２）第２日 第１２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上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

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

２２ ニシノオウガイ 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４８４－ ８１：４６．４ ８．４�

８１４ コスモイフリート 牡５栗 ５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ５０６＋ ８１：４６．５� ２２．０�
２３ ホノカアボーイ 牡４黒鹿５７ 横山 典弘 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４６８＋１２１：４６．９２� ３．７�
８１５� ドゥーアップ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司�ヒダカファーム木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム B５１６± ０ 〃 ハナ ５．９�
４７ カントリースノー 牡５黒鹿５７ 田中 勝春鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B５１６－ ８１：４７．４３ １８．０�
７１３� クラッシュアゲン 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４７０－１６１：４７．７２ ３．８�
３５ コスモシャンハイ 牡３鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 ４８４± ０１：４７．８クビ ６．５	
１１ � キングクリチャン 牡３栗 ５４ 中谷 雄太栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 ４７０± ０ 〃 クビ ５４．１

５８ フィーユブルー 牡３鹿 ５４ 石橋 脩青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム B４７６－ ２１：４７．９クビ ６１．７�
５９ トウカイノーマル 牡５青鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ５２２± ０１：４８．１１� ５１．２
６１０ アルファウイング 牡３栗 ５４ 梶 晃啓�貴悦 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 ４７２－ ２１：４９．１６ ４８．２�
６１１ シルクエスティーム 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎有限会社シルク星野 忍 新冠 山岡ファーム ４６６± ０１：４９．３１� ２９２．６�
４６ レオネプチューン 牡４鹿 ５７ 江田 照男田中 博之氏 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム B４６８－ ２１：４９．５１� １１．９�
７１２� ボンドストリート 	４鹿 ５７ 中舘 英二岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド ４９２－１４１：４９．９２� １３７．９�
３４ トーセンターボ 牡４鹿 ５７

５４ ▲山崎 亮誠島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４７４± ０１：５０．０� １５３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５４，５０４，３００円 複勝： ８７，３２７，０００円 枠連： ５５，３４８，１００円

馬連： １６９，５９８，８００円 馬単： ９７，０７２，２００円 ワイド： ６５，９０５，６００円

３連複： ２２５，０７５，０００円 ３連単： ４３２，０６１，８００円 計： １，１８６，８９２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２６０円 � ４１０円 � １８０円 枠 連（２－８） ６２０円

馬 連 �� ７，０１０円 馬 単 �� １３，５３０円

ワ イ ド �� １，８４０円 �� ４５０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ６，１７０円 ３ 連 単 ��� ５５，３１０円

票 数

単勝票数 計 ５４５０４３ 的中 � ５１６４７（５番人気）
複勝票数 計 ８７３２７０ 的中 � ８８０５６（５番人気）� ４６８９７（８番人気）� １６１６４５（２番人気）
枠連票数 計 ５５３４８１ 的中 （２－８） ６６９２６（２番人気）
馬連票数 計１６９５９８８ 的中 �� １７８７８（２５番人気）
馬単票数 計 ９７０７２２ 的中 �� ５２９７（５３番人気）
ワイド票数 計 ６５９０５６ 的中 �� ８３０３（２４番人気）�� ３９４７９（２番人気）�� １５７７０（１０番人気）
３連複票数 計２２５０７５０ 的中 ��� ２６９４５（１９番人気）
３連単票数 計４３２０６１８ 的中 ��� ５７６６（１８７番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．９―１１．５―１１．９―１３．１―１２．８―１２．８―１３．２―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．９―２９．４―４１．３―５４．４―１：０７．２―１：２０．０―１：３３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノオウガイ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１０．１１．２１ 東京２着

２００８．２．９生 牡４黒鹿 母 ニシノマイヒメ 母母 デユプリシト １４戦３勝 賞金 ２９，３００，０００円
〔制裁〕 シルクエスティーム号の騎手西田雄一郎は，４コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（１番への進路影響）

ニシノオウガイ号の騎手柴田善臣は，４コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１番への進路影
響）

※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） １頭 サンデンマックス号
（非抽選馬） １頭 レッツゴーマークン号

５レース目



（２４福島２）第２日 ６月１７日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １７２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

１９１，５１０，０００円
６，８００，０００円
１，２１０，０００円
１７，１９０，０００円
５６，９２８，０００円
４，４７２，０００円
１，６５１，２００円

勝馬投票券売得金
３７２，９５１，３００円
６３１，６１１，３００円
２９８，１８０，４００円
１，０９３，６３１，４００円
７２７，５９０，４００円
４１７，４２８，６００円
１，３４９，６２０，４００円
２，７４３，７１１，８００円
９５８，５６８，６００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
５ 重 勝
計 ８，５９３，２９４，２００円

総入場人員 １０，７９８名 （有料入場人員 ８，７１４名）


