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１７０２５ ６月２３日 晴 重 （２４福島２）第３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

５９ ディープランマ 牝３栗 ５４ 松岡 正海深見 敏男氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 ４３４＋ ４１：０９．８ ８．２�

６１２ ジュドポーム 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ２１：０９．９� ２．６�
８１６ サエッターレ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司岡田 壮史氏 栗田 徹 浦河 林 孝輝 ４１８－１４１：１０．０� １７．８�
７１４ ハルピュイア 牝３芦 ５４ 内田 博幸�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４３４－ ４１：１０．２１� ３．７�
４８ マニッシュスマイル 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 服部 牧場 ４８４＋２０１：１０．８３� １３．０�
５１０ オサキニシツレイ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治志村 康徳氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４３４＋ ２１：１０．９� ３０．８	
４７ マイビッグレディー 牝３黒鹿５４ 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 根本 康広 新ひだか 武 牧場 ４４２－ ２１：１１．１１� ２３６．４

１１ デジタルウォッチ 牡３黒鹿５６ 中舘 英二水上ふじ子氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ５１４ ―１：１１．８４ ６．３�
７１３ モエレプレジデント 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲長岡 禎仁中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４４８ ―１：１２．１２ ２５．４�
２３ デルマフクロク 牡３黒鹿５６ 岩部 純二浅沼 廣幸氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ５０６ ―１：１２．２� １１６．０
２４ バチスカーフ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次吉田 照哉氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ５２６－ ６１：１２．４１� ２７．０�
１２ テンエイエンドレス 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４９６ ―１：１２．５� １０６．５�
８１５ リワードアンク 牡３栗 ５６ 柴田 善臣宮� 冴子氏 勢司 和浩 浦河 有限会社

リワード ４９６ ―１：１２．６クビ １１６．６�
３６ コーラストウショウ 牝３栗 ５４

５１ ▲山崎 亮誠トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５０－ ８１：１２．７� ３５．３�
６１１ リリーズソング 牝３芦 ５４ 西田雄一郎藤田 在子氏 岩戸 孝樹 新冠 山岡牧場 ４２２＋ ２１：１３．２３ １１５．３�
３５ バックダンサー 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人成田 隆好氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４１４ ―１：１３．４１ １４０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，１９４，５００円 複勝： ２２，４８２，１００円 枠連： １０，７４２，３００円

馬連： ３６，１０２，０００円 馬単： ２６，５７３，２００円 ワイド： １８，６９１，３００円

３連複： ５０，７３４，３００円 ３連単： ８１，２２７，８００円 計： ２５９，７４７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２２０円 � １４０円 � ３８０円 枠 連（５－６） ６４０円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド �� ４２０円 �� １，２２０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ２，７９０円 ３ 連 単 ��� １４，０３０円

票 数

単勝票数 計 １３１９４５ 的中 � １２７５７（４番人気）
複勝票数 計 ２２４８２１ 的中 � ２４３３５（３番人気）� ６１４８７（１番人気）� １１７８７（６番人気）
枠連票数 計 １０７４２３ 的中 （５－６） １２５７９（２番人気）
馬連票数 計 ３６１０２０ 的中 �� ３２１６５（２番人気）
馬単票数 計 ２６５７３２ 的中 �� １０３３８（５番人気）
ワイド票数 計 １８６９１３ 的中 �� １１７５２（３番人気）�� ３５５４（１４番人気）�� ７０５６（６番人気）
３連複票数 計 ５０７３４３ 的中 ��� １３４６２（８番人気）
３連単票数 計 ８１２２７８ 的中 ��� ４２７３（３１番人気）

ハロンタイム ９．７―１１．０―１１．５―１２．４―１２．５―１２．７

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．７―２０．７―３２．２―４４．６―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディープランマ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Dehere デビュー ２０１１．１２．１７ 中山３着

２００９．４．１４生 牝３栗 母 シャルマンダー 母母 Expressive Dance ６戦１勝 賞金 ６，９００，０００円
〔発走状況〕 コーラストウショウ号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。

デルマフクロク号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 マイビッグレディー号の調教師根本康広は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。

モエレプレジデント号の騎手長岡禎仁は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（４番への進
路影響）

〔調教再審査〕 デルマフクロク号・コーラストウショウ号は，発走調教再審査。
※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 トキノワイルド号・トートモデルニスモ号

１７０２６ ６月２３日 晴 稍重 （２４福島２）第３日 第２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 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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

３６ エンドレスノット 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４６２－ ６１：１０．３ １．３�

１１ フリーダムシチー 牡３栗 ５６ 二本柳 壮 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 幾千世牧場 ４３０－ ４ 〃 クビ ６．６�
３５ ユウミプリンセス 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行相原 宏�氏 根本 康広 新冠 飛渡牧場 ４３４＋ ４１：１０．５１� ８５．１�
８１５ クイーンパワー 牝３栗 ５４ 柴田 善臣林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４１４－１０ 〃 ハナ ５９．２�
７１３ ショウナンマジック 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人国本 哲秀氏 伊藤 大士 白老 社台牧場 ４７４＋１０１：１０．７１� ６４．２�
１２ ギフテッドスマイル 牡３青鹿５６ 西田雄一郎瀧本 和義氏 田中 剛 青森 マルシチ牧場 ４６０＋１０１：１０．８クビ ３８．６�
６１１ トキノポイント 牡３栗 ５６ 石神 深一田中 準市氏 矢野 照正 新ひだか 矢野牧場 ４４６－ ４ 〃 クビ １７３．５	
７１４ ロ マ ン チ カ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次井上 久光氏 高市 圭二 新冠 浜口牧場 ４１８＋ ４ 〃 ハナ ２０．８

５９ グッドラスベガス 牝３栗 ５４ 田辺 裕信福本 次雄氏 小西 一男 日高 藤本 直弘 ４３８－ ６１：１１．１１� ５８．３�
４８ イ イ ジ ャ ン 牝３芦 ５４ 吉田 豊小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ４３８＋ ４ 〃 クビ ２３．９�
２３ ノムラクインワルツ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一野村 昭夫氏 和田 正道 新冠 前川 隆範 ４４４＋ ２１：１１．２� ５０．６
２４ アポロズスピアー �３黒鹿 ５６

５３ ▲山崎 亮誠中村 浩章氏 土田 稔 様似 清水スタッド ４５６－ ２１：１１．３� ２５９．８�
４７ サムライクイーン 牝３栗 ５４ 中舘 英二�山際牧場 南田美知雄 新ひだか 山際牧場 ４４４＋ ６１：１１．５１ ６０．３�
８１６ マヤステッラ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４３２－ ２ 〃 アタマ ２２．５�
５１０ テンエイヒーロー 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太熊坂富寿雄氏 嶋田 功 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４２０ ―１：１３．１１０ ９５．０�
６１２ ダイワマークアップ 牡３栗 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか 折手牧場 B５５６－ ２１：１３．４１� ８１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，８７７，２００円 複勝： ６１，２０１，６００円 枠連： １２，８６９，３００円

馬連： ３８，７５０，０００円 馬単： ４０，０６３，９００円 ワイド： ２０，８００，４００円

３連複： ５２，２４０，４００円 ３連単： １１１，８５２，２００円 計： ３５７，６５５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ７２０円 枠 連（１－３） ２８０円

馬 連 �� ３１０円 馬 単 �� ４００円

ワ イ ド �� １７０円 �� ９２０円 �� ２，２４０円

３ 連 複 ��� ３，９５０円 ３ 連 単 ��� ８，９８０円

票 数

単勝票数 計 １９８７７２ 的中 � １２９３７７（１番人気）
複勝票数 計 ６１２０１６ 的中 � ４４９１０６（１番人気）� ４９２６５（２番人気）� ５６９０（１１番人気）
枠連票数 計 １２８６９３ 的中 （１－３） ３４８９３（１番人気）
馬連票数 計 ３８７５００ 的中 �� ９３４７１（１番人気）
馬単票数 計 ４００６３９ 的中 �� ７５１７８（１番人気）
ワイド票数 計 ２０８００４ 的中 �� ４２３２１（１番人気）�� ４６４３（１２番人気）�� １８１０（２５番人気）
３連複票数 計 ５２２４０４ 的中 ��� ９７８１（１２番人気）
３連単票数 計１１１８５２２ 的中 ��� ９１９８（２２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．５―１１．９―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．２―４６．１―５７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３６．１
３ ・（６，１３，１６）（３，１，８）（２，１４）（５，７，１２）（９，１５）１１－４＝１０ ４ ・（６，１３，１６）（３，１）（２，８）１４（５，７）（９，１５）（１１，１２）４＝１０

勝馬の
紹 介

エンドレスノット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１１．１０．１６ 東京２着

２００９．１．２８生 牝３鹿 母 ウィキウィキ 母母 リアルナンバー ５戦１勝 賞金 １２，５００，０００円
〔制裁〕 ノムラクインワルツ号の騎手西村太一は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイワマークアップ号は，平成２４年７月２３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。
（非当選馬） １頭 カミノフルハウス号
（非抽選馬） １頭 ラッキーストーム号

第２回 福島競馬 第３日



１７０２７ ６月２３日 晴 稍重 （２４福島２）第３日 第３競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

３５ マイネエミリー 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム ４０２－ ２２：０２．１ １４．１�

７１４ ラクリモーサ 牝３青鹿５４ 内田 博幸 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４２６＋ ６２：０２．４１� ６．６�
７１３ イブニングスカイ 牝３栗 ５４ 石橋 脩吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２６＋ ８ 〃 クビ ３９．５�
１１ クッキーチャン 牝３青 ５４ 江田 照男ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４７８ ―２：０２．５クビ ２２．３�
５１０ ガ ン セ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊西森 鶴氏 高木 登 新冠 隆栄牧場 ４９０＋ ８２：０２．６� ６．６�
２３ スリリングレディ 牝３栗 ５４ 田中 博康久保 敏文氏 大江原 哲 日高 大沢育成牧場 ４３４＋１０２：０２．８１� １５．８�
３６ チャードリー 牝３青鹿５４ 蛯名 正義�G１レーシング 加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２６＋ ８ 〃 クビ ２．９	
８１６ コスモオアシス 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太 
ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４１４± ０２：０２．９クビ ５６．５�
４８ プロヴォカーレ 牝３栗 ５４ 北村 宏司伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４３４＋１０２：０３．１１� ２５１．５�
６１２ アローサンベリーナ 牝３青 ５４

５１ ▲西村 太一矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ３９２± ０ 〃 アタマ １０７．２
１２ ビットバイビット 牝３鹿 ５４ 松岡 正海吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ４３２－２２ 〃 ハナ ４４．４�
４７ ウインブランシュ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣�ウイン 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 ４４８－ ４２：０３．２� ５８．０�
８１５ チャペルプリンセス 牝３栗 ５４ 田辺 裕信有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６－ ６ 〃 クビ ３．３�
５９ ジャングルヤマト 牝３鹿 ５４

５１ ▲原田 和真小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４１８＋ ８２：０３．３� ２６３．３�
６１１ フロムクローバーズ 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人 
サンデーレーシング 上原 博之 安平 追分ファーム ４７０－ ６２：０４．９１０ ５９．８�
２４ ウォームトウショウ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥トウショウ産業� 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 ４５２－ ２２：０５．６４ ３４０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１７０，３００円 複勝： ３２，７１３，４００円 枠連： １４，１３１，５００円

馬連： ４５，０７３，９００円 馬単： ３１，０７８，１００円 ワイド： ２１，７９３，８００円

３連複： ６２，２８７，１００円 ３連単： ９７，８２６，３００円 計： ３２２，０７４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４１０円 複 勝 � ４５０円 � ２１０円 � ６６０円 枠 連（３－７） ５９０円

馬 連 �� ５，４２０円 馬 単 �� １１，８３０円

ワ イ ド �� １，５５０円 �� ４，８５０円 �� ２，１６０円

３ 連 複 ��� ４０，４００円 ３ 連 単 ��� ２２０，１１０円

票 数

単勝票数 計 １７１７０３ 的中 � ９６１４（５番人気）
複勝票数 計 ３２７１３４ 的中 � １７９６６（６番人気）� ５１５９８（３番人気）� １１２９３（７番人気）
枠連票数 計 １４１３１５ 的中 （３－７） １７７４８（２番人気）
馬連票数 計 ４５０７３９ 的中 �� ６１４０（１８番人気）
馬単票数 計 ３１０７８１ 的中 �� １９４０（３７番人気）
ワイド票数 計 ２１７９３８ 的中 �� ３５２１（１６番人気）�� １０８８（４３番人気）�� ２４９０（２１番人気）
３連複票数 計 ６２２８７１ 的中 ��� １１３８（９１番人気）
３連単票数 計 ９７８２６３ 的中 ��� ３２８（４８７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．９―１２．７―１３．０―１２．７―１２．５―１２．３―１２．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２２．８―３４．７―４７．４―１：００．４―１：１３．１―１：２５．６―１：３７．９―１：５０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．５
１
３
１３，１４（１１，６）１６，５（８，１２，１５）（１，７，９，１０）（３，４）－２
１３（１４，６）（１１，５，１６，１５）（１，８，１２，１０）（７，９，３）－２，４

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

勝馬の
紹 介

マイネエミリー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 パントレセレブル デビュー ２０１１．６．２６ 中山４着

２００９．３．２９生 牝３鹿 母 マイネメリアン 母母 マイネカトリーヌ ７戦１勝 賞金 ６，２００，０００円
※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 エビータ号・リトルシェフ号

１７０２８ ６月２３日 晴 重 （２４福島２）第３日 第４競走 １，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０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

５８ トーセンセカイオー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 ４７２－ ４１：４７．４ ３．１�

５９ スカイウエイ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩玉井 宏和氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム ５１４－ ４ 〃 クビ １０．８�
４７ ガ ニ オ ン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 福田牧場 ４３８＋ ２１：４８．１４ ３３．９�
３５ キ ン ラ ン 牡３栗 ５６ 安藤 勝己熊谷 貴之氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：４８．３１� ４．４�
７１２ コスモエスプレッソ 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �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 ４６８＋１０１：４８．４� ３２．４	
８１５ オンワードモンタナ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海樫山 章子氏 相沢 郁 浦河 オンワード牧場 ４８０＋ ６１：４９．０３� １０８．５

３４ ウメジマダイオー 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人村田 滋氏 嶋田 潤 平取 高橋 啓 ４７４－ ６１：４９．３２ ３１１．９�
７１３ 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 ４６８＋ ４１：４９．５１ ３４８．８�
６１１ レッドロブレス 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４６４－ ６１：４９．９２� １４８．６
８１４ ディープアンドソン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春有限会社シルク宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４８０＋１４ 〃 ハナ ２３．２�
２２ キャプテンジャパン 牡３黒鹿５６ 内田 博幸青山 洋一氏 小笠 倫弘 新冠 追分ファーム B５００－ ２ 〃 クビ ２．８�
４６ イキシアグレイド 牡３青鹿５６ 田辺 裕信�川島牧場 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６６± ０１：５０．９６ ３２．２�
６１０ パルジョーイ 牡３青鹿５６ 田中 博康水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 ５１４－ ４１：５１．１１� ３９９．６�
２３ バックギャモン �３黒鹿５６ 中舘 英二吉田 和美氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４４０± ０１：５１．５２� １２．０�
１１ スズカジャイアント �３鹿 ５６ 西田雄一郎永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ５０６± ０１：５５．２大差 １７４．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，８２５，９００円 複勝： ３４，０９０，８００円 枠連： １３，８１０，８００円

馬連： ４４，４３７，１００円 馬単： ３２，４００，８００円 ワイド： ２２，１５１，８００円

３連複： ５８，３８０，３００円 ３連単： １０１，４１３，９００円 計： ３２６，５１１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � ３１０円 � ７２０円 枠 連（５－５） １，５７０円

馬 連 �� １，６３０円 馬 単 �� ２，６２０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� １，４５０円 �� ２，８４０円

３ 連 複 ��� １２，３７０円 ３ 連 単 ��� ４０，７３０円

票 数

単勝票数 計 １９８２５９ 的中 � ５２０１１（２番人気）
複勝票数 計 ３４０９０８ 的中 � ７７６１５（２番人気）� ２６５８８（４番人気）� ９６０２（９番人気）
枠連票数 計 １３８１０８ 的中 （５－５） ６５１１（５番人気）
馬連票数 計 ４４４３７１ 的中 �� ２０１２２（６番人気）
馬単票数 計 ３２４００８ 的中 �� ９１５３（８番人気）
ワイド票数 計 ２２１５１８ 的中 �� ９３１７（６番人気）�� ３６９６（１８番人気）�� １８３８（２５番人気）
３連複票数 計 ５８３８０３ 的中 ��� ３４８５（３５番人気）
３連単票数 計１０１４１３９ 的中 ��� １８３８（１２４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．４―３０．６―４３．４―５６．５―１：０９．０―１：２１．７―１：３４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンセカイオー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Event of the Year デビュー ２０１２．１．５ 中山６着

２００９．３．８生 牡３鹿 母 スリリングヴィクトリー 母母 Golden Shadows ８戦１勝 賞金 ９，６５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカジャイアント号は，平成２４年９月２３日まで平地競走に出走できない。



１７０２９ ６月２３日 晴 良 （２４福島２）第３日 第５競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４６．６

良

良

１２ マイネルホウオウ 牡２栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 ４７０ ―１：５１．３ ７．４�

５１０ ポップアップハート 牡２栗 ５４ 田中 勝春丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４８８ ― 〃 クビ ３１．２�
３５ ザ ラ ス ト ロ 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 ４７８ ―１：５１．５１� ６．０�
６１１ クレバーユニバース 牡２黒鹿５４ 内田 博幸田� 正明氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 ４４８ ―１：５１．８１� １４．４�
２３ タイセイプリンス 牡２鹿 ５４ 吉田 豊田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 白井牧場 ４４８ ― 〃 ハナ ６．８�
６１２ オリバーバローズ 牡２黒鹿５４ 江田 照男猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４８４ ―１：５１．９� ６１．３	
７１３ ベルウッドテラス 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム ４８８ ―１：５２．０� １．９

８１５ リリーエンゼル 牝２栗 ５４ 田辺 裕信柳内 光子氏 久保田貴士 新冠 オリエント牧場 ４３６ ―１：５２．２１� ２８．７�
５９ トウカイフェスタ 牡２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人内村 正則氏 栗田 徹 浦河 帰山 清貴 ４７４ ―１：５２．４１ ９３．５�
３６ ディーエスコマンド 牡２鹿 ５４ 大庭 和弥秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 ４９０ ―１：５２．７２ ２５０．６
２４ ナムライチバンボシ 牡２鹿 ５４ 石橋 脩奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 ４５２ ―１：５３．６５ ４５．４�
８１６ マイネルガブリエル 牡２黒鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新ひだか 前谷 武志 ４７０ ―１：５３．７� ２０．４�
４７ ミヤコボルト 牡２栗 ５４ 中舘 英二吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 丸村村下

ファーム ４６０ ―１：５４．４４ １５９．４�
１１ エ ッ フ ェ ル 牡２栗 ５４ 北村 宏司小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 ４９４ ―１：５４．５クビ ２７．８�
７１４ トーセンボンバー 牡２黒鹿５４ 西田雄一郎島川 �哉氏 柴崎 勇 新冠 村上 欽哉 ４９６ ―１：５５．２４ １２１．２�

（１５頭）
４８ メロディフェア 牝２青鹿５４ 武士沢友治星野 壽市氏 保田 一隆 日高 前野牧場 ４４６ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２３，５６１，５００円 複勝： ３２，３６９，０００円 枠連： １５，０３９，６００円

馬連： ４６，０７１，７００円 馬単： ３１，９７０，２００円 ワイド： ２１，８１０，４００円

３連複： ５７，９７９，６００円 ３連単： ９４，０７９，８００円 計： ３２２，８８１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２４０円 � ６２０円 � ２２０円 枠 連（１－５） ４，５５０円

馬 連 �� ７，２７０円 馬 単 �� １２，９６０円

ワ イ ド �� １，９４０円 �� ５９０円 �� １，８８０円

３ 連 複 ��� ９，６９０円 ３ 連 単 ��� ８２，８６０円

票 数

単勝票数 差引計 ２３５６１５（返還計 ７１８） 的中 � ２５２７６（４番人気）
複勝票数 差引計 ３２３６９０（返還計 １９６６） 的中 � ３８７５８（３番人気）� １１４７５（８番人気）� ４４４７０（２番人気）
枠連票数 差引計 １５０３９６（返還計 ７４） 的中 （１－５） ２４４２（１８番人気）
馬連票数 差引計 ４６０７１７（返還計 ４８９１） 的中 �� ４６８１（２５番人気）
馬単票数 差引計 ３１９７０２（返還計 ３２６１） 的中 �� １８２１（４０番人気）
ワイド票数 差引計 ２１８１０４（返還計 ４２５８） 的中 �� ２６８２（２３番人気）�� ９６８３（５番人気）�� ２７６７（２２番人気）
３連複票数 差引計 ５７９７９６（返還計 １３０００） 的中 ��� ４４１７（３２番人気）
３連単票数 差引計 ９４０７９８（返還計 ２１５６９） 的中 ��� ８３８（２４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．２―３６．７―５０．０―１：０２．９―１：１５．２―１：２７．３―１：３９．３

コーナー
通過順位

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

２
４

・（９，１２）（３，１６）（２，１３）（６，１４，４）１５（１，１１）（５，１０）７・（９，１２）（３，２，１３）１６（１０，１５）（６，１１，５）１４－４，７，１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルホウオウ �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

２０１０．４．２３生 牡２栗 母 テンザンローズ 母母 コウエイシャダイ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 メロディフェア号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻４分遅延。
〔制裁〕 マイネルホウオウ号の騎手柴田大知は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１６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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ショウナンアポロン号

１７０３０ ６月２３日 晴 稍重 （２４福島２）第３日 第６競走 ��１，０００�サラブレッド系２歳
発走１３時００分 （ダート・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

５９．１
５７．７

良

重

７７ ニーマルジョイ 牡２鹿 ５４ 中舘 英二板橋 秋氏 田村 康仁 浦河 有限会社
松田牧場 ４９０ ―１：００．８ ２．３�

６６ グランデタマ 牝２芦 ５４ 横山 典弘 �グランデオーナーズ 和田 正道 新ひだか 坂本 春雄 ４３８ ―１：０１．０１ ４．４�
５５ カラダエーピー 牝２栗 ５４ 武士沢友治子安 裕樹氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４６４ ―１：０２．７大差 ６．８�
７８ キセキノナルシスト 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次梶原 哲朗氏 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 ４８６ ―１：０３．０２ ４．７�

４４ クラウンプルートゥ 牡２黒鹿５４ 鈴来 直人矢野 悦三氏 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム ４４４ ―１：０３．１クビ １５．７�

８９ プリティーキャロル 牝２芦 ５４
５１ ▲杉原 誠人伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム ４５０ ―１：０３．３１� １０．０�

１１ ダイメイホーム 牡２栗 ５４ 中谷 雄太宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 梅田牧場 ４８８ ―１：０３．４� ６９．０	
３３ スパイクラベンダー 牝２鹿 ５４ 江田 照男魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４０４ ―１：０３．５クビ ４１．３

２２ ミキノロココ 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎谷口 久和氏 保田 一隆 新ひだか 久米 和夫 ４５４ ―１：０４．２４ ４９．３�
８１０ ドヴァラパーラ 牡２栗 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４３０ ―１：０４．８３� ５０．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： １８，１７１，１００円 複勝： ２４，１９８，５００円 枠連： １０，０３９，２００円

馬連： ３４，８４９，１００円 馬単： ２７，９０６，３００円 ワイド： １４，４１７，０００円

３連複： ４１，３０８，９００円 ３連単： ８３，４６３，５００円 計： ２５４，３５３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（６－７） ３９０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ３７０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，０８０円 ３ 連 単 ��� ３，９８０円

票 数

単勝票数 計 １８１７１１ 的中 � ６２３２６（１番人気）
複勝票数 計 ２４１９８５ 的中 � ６５６２５（１番人気）� ３８９４４（３番人気）� ３２８８６（４番人気）
枠連票数 計 １００３９２ 的中 （６－７） １９４４５（１番人気）
馬連票数 計 ３４８４９１ 的中 �� ４５１８６（２番人気）
馬単票数 計 ２７９０６３ 的中 �� １９９２２（２番人気）
ワイド票数 計 １４４１７０ 的中 �� １６０２５（１番人気）�� ９４６７（４番人気）�� ７９７３（５番人気）
３連複票数 計 ４１３０８９ 的中 ��� ２８３９９（２番人気）
３連単票数 計 ８３４６３５ 的中 ��� １５５１０（５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．５―１２．５―１３．２

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３７．２
３ ６，７－（５，８，９）－１０（１，４）（２，３） ４ ６，７＝８（５，９）（１，３）４（１０，２）

勝馬の
紹 介

ニーマルジョイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ボストンハーバー 初出走

２０１０．２．１９生 牡２鹿 母 デヴェロッペ 母母 ショウエイミズキ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。



１７０３１ ６月２３日 晴 良 （２４福島２）第３日 第７競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

４８ シングンタイガー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４７０＋ ２１：５０．２ ３．７�

２４ ネームオブザゲーム 牡３黒鹿５６ 北村 宏司薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４９２＋ ２１：５０．４１� ６４．３�

３５ キタサンパイロット 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�大野商事 清水 久詞 新ひだか 木田 祐博 ４６０± ０１：５０．６１ ３１．６�
７１４ マイネルピトレスク 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム ４６０－ ６１：５０．７� ７．６�
６１１ スケルツァンド 牡３鹿 ５６ 松岡 正海吉田 和子氏 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８＋ ６ 〃 ハナ １１．９�
８１５ ハンサムボーイ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４４２－ ２１：５０．９１� ５．７	
１１ カーペウィアム �３鹿 ５６ 江田 照男田上 雅春氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４６２ ―１：５１．０� ２２．６

３６ マイネルカブト 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド B４７０－ ２１：５１．１� ２２．２�
５１０ トウショウテイスト 牡３鹿 ５６ 武士沢友治トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６６＋ ２１：５１．３１� ８８．３�
４７ ビ ジ ャ リ カ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４＋２２１：５１．５１� １５．６
５９ カジノロワイヤル 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４３６－ ６１：５１．７１� ４．３�
２３ タケデンサプライズ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 ４６６－ ４１：５２．３３� ２４１．８�
８１６ クラールハイト 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣吉田 和美氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４５６－ ４１：５２．４クビ ８．２�
７１３ シャイニークラウン 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次小林 昌志氏 和田正一郎 平取 コアレススタッド ４５０ ―１：５２．８２� ３６７．８�
１２ ベニノエクスプレス 牡３栗 ５６ 吉田 豊�紅谷 武藤 善則 新冠 川上 悦夫 ４１６－１８１：５３．２２� ５６．７�
６１２ テイエムアカキリ 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ４０２－１０１：５３．６２� ３９７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７６５，６００円 複勝： ３４，８６６，０００円 枠連： １８，８００，５００円

馬連： ５５，５２６，０００円 馬単： ３２，４３０，２００円 ワイド： ２４，３１７，７００円

３連複： ６９，６６７，８００円 ３連単： １０３，５４９，３００円 計： ３５９，９２３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １８０円 � １，１５０円 � ６９０円 枠 連（２－４） ７，０００円

馬 連 �� １１，４９０円 馬 単 �� １９，２４０円

ワ イ ド �� ２，３１０円 �� ２，１１０円 �� １１，１１０円

３ 連 複 ��� ６７，５７０円 ３ 連 単 ��� ２７８，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２０７６５６ 的中 � ４５２３６（１番人気）
複勝票数 計 ３４８６６０ 的中 � ６９９７９（１番人気）� ６５０５（１１番人気）� １１５２８（１０番人気）
枠連票数 計 １８８００５ 的中 （２－４） １９８４（２５番人気）
馬連票数 計 ５５５２６０ 的中 �� ３５６７（４０番人気）
馬単票数 計 ３２４３０２ 的中 �� １２４４（６７番人気）
ワイド票数 計 ２４３１７７ 的中 �� ２６２０（３０番人気）�� ２８７７（２５番人気）�� ５２９（７１番人気）
３連複票数 計 ６９６６７８ 的中 ��� ７６１（１６０番人気）
３連単票数 計１０３５４９３ 的中 ��� ２７４（７５０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．２―１２．４―１２．６―１２．５―１２．４―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３５．８―４８．２―１：００．８―１：１３．３―１：２５．７―１：３７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．９
１
３
５（２，８）（３，１４）（１，１６）（４，６，１２）（１０，１１）７（９，１５）－１３・（５，８）（２，１４）（１，１６，６）（３，４，１０，１１，９）（７，１２）１５－１３

２
４

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

シングンタイガー �
�
父 シングンオペラ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー ２０１１．１１．６ 東京３着

２００９．３．２９生 牡３鹿 母 サウザンドクレイン 母母 フロムザマウンテン ８戦１勝 賞金 １０，４５０，０００円
※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。
（非抽選馬） ５頭 サニーサイレンス号・トウカイチェッカー号・トーセンオーラ号・ブリングスザサン号・ベルウッドブレット号

１７０３２ ６月２３日 晴 稍重 （２４福島２）第３日 第８競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００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

１１ ミッキーナチュラル 牡３栗 ５４ 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ５０４＋ ４１：４７．８ ４．２�

７１３ サ ー ノ 牡５鹿 ５７ 中谷 雄太藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０－ ６１：４７．９� ２５．４�
６１０ デュアルサクセス 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４４０－ ４１：４８．１１� １１．２�
７１２ チャンピオンハーレ 牡５黒鹿５７ 松岡 正海坪野谷純子氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス

ファーム ４８４± ０１：４８．３１� ９．４�
２３ � ベストフェット 牡７鹿 ５７ 田辺 裕信松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 ５２２＋ ２１：４８．４クビ １７．７�
５８ ヤマニンクラバット 牡４鹿 ５７ 柴田 大知土井 肇氏 佐藤 吉勝 浦河 廣田 伉助 ４８６＋ ２１：４８．７２ １６４．０�
８１５� ウ マ テ ッ ク 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲西村 太一石橋 和夫氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-
take Iida ４４６－ ２１：４９．０１	 １３６．６�

６１１� ローレンルーナ 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi
Aoyama ４７８＋ ６ 〃 クビ ２．１	

３５ ラ リ エ ッ ト 牝３黒鹿５２ 吉田 豊島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 ４３８＋１０１：４９．５３ ４６．３

３４ アグネスグローリー 牡４栗 ５７ 武士沢友治渡辺 孝男氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４９２± ０ 〃 ハナ ３５５．０�
４６ トウショウブーム 牡３鹿 ５４ 中舘 英二トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９８－ ４１：４９．９２� ５．４
５９ オクシペタルム 牝４黒鹿５５ 北村 宏司広田 伸七氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７０＋１０１：５０．３２� １３８．２�
８１４� 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 ４５６＋ ４１：５０．５１ ９９．６�
４７ スマートスペンサー 
５栗 ５７

５４ ▲山崎 亮誠岡田 牧雄氏 清水 美波 新冠 辻 和明 ４７０－ ８１：５１．３５ ２３４．９�
２２ ライヴドリームス 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人下河邉行信氏 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６４＋１０１：５１．８３ ４２８．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，４８０，６００円 複勝： ３６，８９４，１００円 枠連： １８，７９３，６００円

馬連： ６０，５１４，５００円 馬単： ３８，４１２，６００円 ワイド： ２４，０８９，８００円

３連複： ６９，９４７，５００円 ３連単： １２１，４７９，２００円 計： ３９７，６１１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � ２１０円 � ４１０円 � ２４０円 枠 連（１－７） １，５５０円

馬 連 �� ６，１００円 馬 単 �� ８，７８０円

ワ イ ド �� ２，１９０円 �� ９９０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� １５，１８０円 ３ 連 単 ��� ７６，１７０円

票 数

単勝票数 計 ２７４８０６ 的中 � ５２３９３（２番人気）
複勝票数 計 ３６８９４１ 的中 � ５２６４３（２番人気）� ２０７８６（７番人気）� ４２７６９（４番人気）
枠連票数 計 １８７９３６ 的中 （１－７） ８９９２（７番人気）
馬連票数 計 ６０５１４５ 的中 �� ７３２２（２０番人気）
馬単票数 計 ３８４１２６ 的中 �� ３２３１（３１番人気）
ワイド票数 計 ２４０８９８ 的中 �� ２６６１（２５番人気）�� ６１５５（１４番人気）�� ３８３３（１９番人気）
３連複票数 計 ６９９４７５ 的中 ��� ３４０２（４５番人気）
３連単票数 計１２１４７９２ 的中 ��� １１７７（２２１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．５―３０．５―４３．４―５６．５―１：０９．４―１：２２．２―１：３５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ミッキーナチュラル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．２．１９ 東京２着

２００９．３．１９生 牡３栗 母 ナチュラルメイク 母母 メ ロ ウ キ ス ５戦２勝 賞金 １４，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



１７０３３ ６月２３日 晴 良 （２４福島２）第３日 第９競走 ��１，２００�
た ね い ち

種 市 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１１ クリーンエコロジー 牡４芦 ５７ 蛯名 正義石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４９８± ０１：０８．６ ２．４�

７１４ ミヤジエムジェイ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ４９６－ ４１：０９．１３ ３．８�
６１１ メイショウツガル 牡４鹿 ５７ 江田 照男松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４７０－ ４１：０９．３１ １０．７�
３５ ドレッドノート �４栗 ５７ 石橋 脩�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４６０± ０１：０９．４� １０．１�
４７ ダノンエレガント 牝３鹿 ５２ 中舘 英二�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４３６－ ６１：０９．５� ５．５�
２４ ビットスターダム 牡４芦 ５７ 中谷 雄太馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４５８－ ２１：０９．６� ２６．４	
６１２ ピルケンハンマー 牡４鹿 ５７ 内田 博幸尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ４９６－ ８ 〃 ハナ ２０．３

４８ ツーオブアス 牝３黒鹿５２ 田中 勝春�前川企画 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４６４－ ６ 〃 ハナ １８９．０�
５９ クレムリンシチー 牡５栗 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム ５２０＋ ２ 〃 ハナ ６１．２�
７１３ ダイワカリエンテ 牝３栗 ５２ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４０＋ ２１：０９．８１� ８０．８
３６ エーシンエムディー 牝３黒鹿５２ 松岡 正海�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４５６＋ ８１：０９．９� ４５．６�
８１５ バンダムクラウス 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信山科 統氏 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 ４６０＋ ６１：１０．１１ １６０．３�
５１０ マウントビスティー 牡３栗 ５４ 吉田 豊備前島敏子氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４５４－１２１：１０．３１ ３０．５�
８１６ アユミチャン 牝４芦 ５５ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 友田牧場 ４５６－１０１：１０．４� １８８．４�
１２ ドリームクレド 牡４栗 ５７ 大庭 和弥セゾンレースホース� 阿部 新生 浦河 帰山 清貴 ４８２－ ６１：１０．５� １３２．７�
２３ � サンマルダンサー 牝４栗 ５５ 柴田 大知相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７４＋ ６１：１３．２大差 ５０７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，２２２，４００円 複勝： ６０，５９０，６００円 枠連： ２３，５６７，５００円

馬連： ９８，８６６，２００円 馬単： ５７，０２３，３００円 ワイド： ３７，３２０，３００円

３連複： １１１，６０６，５００円 ３連単： １９４，７０４，１００円 計： ６１７，９００，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ２００円 枠 連（１－７） ５００円

馬 連 �� ５２０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ４７０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，３７０円 ３ 連 単 ��� ４，９７０円

票 数

単勝票数 計 ３４２２２４ 的中 � １１４９４４（１番人気）
複勝票数 計 ６０５９０６ 的中 � １５２８３７（１番人気）� １３６２３４（２番人気）� ５９５８８（４番人気）
枠連票数 計 ２３５６７５ 的中 （１－７） ３４８６５（１番人気）
馬連票数 計 ９８８６６２ 的中 �� １４０８５８（１番人気）
馬単票数 計 ５７０２３３ 的中 �� ４６９２４（１番人気）
ワイド票数 計 ３７３２０３ 的中 �� ４４９６４（１番人気）�� １８１５７（６番人気）�� １８４７７（３番人気）
３連複票数 計１１１６０６５ 的中 ��� ６０３１６（２番人気）
３連単票数 計１９４７０４１ 的中 ��� ２８９４７（２番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１０．８―１１．６―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．２―４４．８―５６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリーンエコロジー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー ２０１０．８．８ 新潟１着

２００８．３．２７生 牡４芦 母 スパークルジュエル 母母 Golden Jewel Box ９戦３勝 賞金 ３６，９９５，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルダンサー号は，平成２４年７月２３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 コスモドロス号

１７０３４ ６月２３日 晴 良 （２４福島２）第３日 第１０競走 ��２，６００�
し の ぶ や ま

信 夫 山 特 別
発走１５時１０分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下，２３．６．２５以降２４．６．１７まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３７．４
２：３７．４

良

良

５７ ラッキーバニラ 牡５青鹿５６ 中舘 英二吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B４９８＋ ４２：４１．６ ７．３�

４５ マキハタテノール 牡３鹿 ５２ 横山 典弘�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４８６± ０２：４１．８１� ３．２�
３３ メジロスプレンダー 牝６黒鹿５３ 石橋 脩岩� 伸道氏 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４７４＋ ２ 〃 アタマ ２７．６�
６１０ ロードアイアン 牡６鹿 ５５ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 赤石 久夫 ４９０－ ６ 〃 アタマ ８．０�
７１２ コスモカンタービレ 牡５黒鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ４９６± ０２：４１．９クビ ５．３�
２２ プロヴィデンス 牡６鹿 ５５ 北村 宏司臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５１０± ０２：４２．０� ２７．８	
５８ ジェイケイラン 牝６黒鹿５０ 杉原 誠人小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ５１０＋ ２２：４２．４２� １１７．９

６９ � アルファオリオン 牡９鹿 ５３ 長岡 禎仁�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４７２± ０２：４２．６１� ２３７．０�
７１１ シンボリローレンス �７黒鹿５４ 田中 勝春シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４８８－ ４ 〃 クビ ３９．４�
１１ � ケージーカチボシ 牡６鹿 ５３ 吉田 豊栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B５３４＋ ２２：４２．７� ７１．４
４６ スペースアーク 牡５鹿 ５７ 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４７６－１４２：４２．８クビ ３．３�
３４ マイネルナロッサ 牝５黒鹿５０ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４５８－ ２ 〃 クビ ６４．７�
８１３ マイネルネオハート 牡５黒鹿５４ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 中田 英樹 ４６０－ ６２：４３．９７ ３３．１�
８１４ アルファメガハート 牝７鹿 ５１ 江田 照男�貴悦 嶋田 潤 新冠 秋田牧場 ４７６＋２４２：４４．７５ ７４．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２９，５８８，２００円 複勝： ５３，５７７，９００円 枠連： ２６，６０５，５００円

馬連： １１１，００５，６００円 馬単： ６１，７２０，１００円 ワイド： ３８，０１５，６００円

３連複： １２７，９８８，７００円 ３連単： ２２５，６６４，１００円 計： ６７４，１６５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２３０円 � １８０円 � ４８０円 枠 連（４－５） ５４０円

馬 連 �� １，１７０円 馬 単 �� ３，０００円

ワ イ ド �� ５４０円 �� １，９９０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ８，６６０円 ３ 連 単 ��� ４１，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２９５８８２ 的中 � ３２１２７（４番人気）
複勝票数 計 ５３５７７９ 的中 � ６３６９８（４番人気）� ９５３８７（２番人気）� ２３７７０（６番人気）
枠連票数 計 ２６６０５５ 的中 （４－５） ３６５５５（２番人気）
馬連票数 計１１１００５６ 的中 �� ７０２１１（５番人気）
馬単票数 計 ６１７２０１ 的中 �� １５２０４（１１番人気）
ワイド票数 計 ３８０１５６ 的中 �� １８７３０（４番人気）�� ４５０４（２３番人気）�� ６４５６（１２番人気）
３連複票数 計１２７９８８７ 的中 ��� １０９１８（２５番人気）
３連単票数 計２２５６６４１ 的中 ��� ４００９（１２１番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１２．６―１３．０―１２．８―１２．５―１２．８―１２．３―１２．３―１１．７―１２．０―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１２．９―２４．７―３７．３―５０．３―１：０３．１―１：１５．６―１：２８．４―１：４０．７―１：５３．０―２：０４．７―２：１６．７―２：２９．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラッキーバニラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．２７ 中山１０着

２００７．４．４生 牡５青鹿 母 フ ウ レ イ カ 母母 セトフローリアンⅡ ２６戦４勝 賞金 ５５，４０８，０００円
〔制裁〕 プロヴィデンス号の騎手北村宏司は，２周目４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）



１７０３５ ６月２３日 晴 稍重 （２４福島２）第３日 第１１競走 ��１，７００�
あ だ た ら

安達太良ステークス
発走１５時４５分 （ダート・右）

３歳以上，１，６００万円以下，２３．６．２５以降２４．６．１７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

福島競馬振興会長賞（１着）
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

２２ セ イ リ オ ス 牡５鹿 ５７ 田中 勝春 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４９４＋ ２１：４５．２ ３．２�

８１４ ヤマニンシャスール 牡５鹿 ５５ 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４８２－ ２１：４５．４１ ９２．０�
５９ エ ア ウ ル フ 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B４７６＋ ４１：４５．５� ３．４�
２３ サイモントルナーレ 牡６栗 ５５ 柴田 善臣澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 ４４８－ ８１：４６．１３� ９．１�
６１０ エイシンナナツボシ 牡５鹿 ５４ 大庭 和弥平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド B５４２＋ ４１：４６．３１� ９２．０�
５８ ブルーソックス 牡５鹿 ５５ 田辺 裕信田島榮二郎氏 矢野 英一 新冠 北星村田牧場 B４９４＋ ６ 〃 クビ １４．８	
７１３ トウカイライフ 牝５黒鹿５１ 柴田 大知内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４４０＋ ４１：４６．４クビ １８８．６

３５ � テープカット 牡５鹿 ５４ 北村 宏司橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか タイヘイ牧場 ４６４＋ ４１：４６．５� ２２．８�
６１１ ビッグロマンス 牡４黒鹿５６ 武士沢友治西村 專次氏 小笠 倫弘 新冠 ヒカル牧場 ５０８－１４１：４６．８２ ７１．７�
８１５� モエレジュンキン 牡５鹿 ５４ 横山 典弘鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 ４６０＋ ４ 〃 アタマ １２．２
１１ ストロングバサラ 牡７黒鹿５７ 内田 博幸村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４９０± ０１：４６．９クビ １５．０�
７１２ カラフルデイズ 牝４栗 ５５ 石橋 脩 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８－１０１：４７．１１ １９．５�
３４ ゴッドエンブレム 牡７鹿 ５４ 吉田 豊�RRA 高柳 瑞樹 早来 ノーザンファーム ４８４－１４１：４７．２� ８２．１�
４６ シャルルマーニュ 牡６黒鹿５７．５ 蛯名 正義吉田 勝己氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ２ 〃 クビ ９．８�
４７ � タケショウカヅチ 牡５鹿 ５４ 中舘 英二�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ５１８＋ ４１：４８．７９ １４．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５４，２５５，９００円 複勝： １０１，９５６，９００円 枠連： ５６，１０１，４００円

馬連： ２４７，３８９，４００円 馬単： １２７，２５６，０００円 ワイド： ８３，０６１，８００円

３連複： ３０１，１６３，７００円 ３連単： ５２８，０９７，０００円 計： １，４９９，２８２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � １，１１０円 � １４０円 枠 連（２－８） １，５６０円

馬 連 �� ２０，１００円 馬 単 �� ３２，８３０円

ワ イ ド �� ４，２１０円 �� ２２０円 �� ３，１６０円

３ 連 複 ��� １３，９２０円 ３ 連 単 ��� １２８，１２０円

票 数

単勝票数 計 ５４２５５９ 的中 � １３７００５（１番人気）
複勝票数 計１０１９５６９ 的中 � ２０５４０１（２番人気）� １４６２２（１２番人気）� ２５７７６２（１番人気）
枠連票数 計 ５６１０１４ 的中 （２－８） ２６６６７（７番人気）
馬連票数 計２４７３８９４ 的中 �� ９０８５（５１番人気）
馬単票数 計１２７２５６０ 的中 �� ２８６１（９２番人気）
ワイド票数 計 ８３０６１８ 的中 �� ４１５４（４９番人気）�� １２３９６０（１番人気）�� ５５６１（４２番人気）
３連複票数 計３０１１６３７ 的中 ��� １５９７７（５３番人気）
３連単票数 計５２８０９７０ 的中 ��� ３０４２（４１１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．２―２９．５―４１．６―５３．８―１：０６．３―１：１９．３―１：３２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．９
１
３

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

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

セ イ リ オ ス �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．５ 札幌８着

２００７．４．２３生 牡５鹿 母 ステラマリス 母母 ステラマドリッド ２０戦５勝 賞金 １０２，５９３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アイアムイチバン号・アグネスミヌエット号・ジートップキセキ号・ダイバクフ号・ダノンエクスプレス号・

デンコウヤマト号・バックトゥジエース号・ユジェニックブルー号・ユメノキラメキ号・リッカアリュール号

１７０３６ ６月２３日 晴 良 （２４福島２）第３日 第１２競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

６１１ フレイムコード 牝３鹿 ５２ 蛯名 正義�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 ４５４－ ６１：４８．２ ５．３�

３４ マイネジャンヌ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ２ 〃 クビ ３．６�

５９ ブリッジクライム 牝３鹿 ５２ 柴田 善臣吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４４８＋ ４１：４８．４１� ３．０�
６１０ アンスポークン 牝３鹿 ５２ 北村 宏司 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６＋ ４１：４８．６１� ７．４�
２３ � ロックフェアレディ 牝４黒鹿５５ 石橋 脩 �ローレルレーシング 鮫島 一歩 新冠 新冠橋本牧場 ４４２＋ ４１：４８．８１� ３３．３�
７１３ メジロソフィア 牝５鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人岩� 伸道氏 栗田 博憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４１８－ ８１：４９．２２� １５７．４	
４６ メイショウモーレン 牝３栗 ５２ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 安平 ノーザンファーム ４５８＋１０１：４９．４１� １１４．６

４７ ダッシュアキチャン 牝７黒鹿５５ 吉田 豊遠藤 喜松氏 成島 英春 三石 沖田 忠幸 ４５２＋ ２１：４９．５� １５０．４�
７１２ ブーケドロゼブルー 牝５青鹿５５ 武士沢友治 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 ４７２－ ６ 〃 ハナ １０２．９�
８１５� ホワイトミーナ 牝５芦 ５５ 西田雄一郎阿部雅一郎氏 加藤 和宏 平取 高橋 啓 ４４８－ ２１：５０．２４ ６７．１
２２ ケイティーズジェム 牝４鹿 ５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ４４６＋１８１：５０．５１� ５．０�
５８ � ア マ レ ッ ト 牝４鹿 ５５

５２ ▲山崎 亮誠�イージス 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 ４２６－ ６１：５０．６クビ ３２６．７�
８１４� ルクールロゼ 牝４栗 ５５ 田中 博康栗山 良子氏 木村 哲也 新冠 長浜 秀昭 ４５４＋ ８１：５０．９１� ２６４．７�
３５ コンプリート 牝４鹿 ５５

５２ ▲西村 太一平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 ４６６＋ ２１：５１．７５ ７６．１�
１１ ニ ケ 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲嶋田 純次畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４６６－ ４１：５２．２３ ３２．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３９，０８７，２００円 複勝： ６０，４９５，３００円 枠連： ２９，９４８，２００円

馬連： １１３，９３２，２００円 馬単： ６７，２６６，７００円 ワイド： ４４，７１５，７００円

３連複： １３３，１５６，９００円 ３連単： ２６３，９９９，９００円 計： ７５２，６０２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（３－６） ６６０円

馬 連 �� ９８０円 馬 単 �� ２，２７０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ３４０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 ��� ６，９５０円

票 数

単勝票数 計 ３９０８７２ 的中 � ５８８６４（４番人気）
複勝票数 計 ６０４９５３ 的中 � ７２５８３（５番人気）� １２４０３５（２番人気）� １４７４７２（１番人気）
枠連票数 計 ２９９４８２ 的中 （３－６） ３３９４３（３番人気）
馬連票数 計１１３９３２２ 的中 �� ８６２１６（４番人気）
馬単票数 計 ６７２６６７ 的中 �� ２１９５２（１０番人気）
ワイド票数 計 ４４７１５７ 的中 �� ２７５６３（４番人気）�� ３０９４３（２番人気）�� ５８８５８（１番人気）
３連複票数 計１３３１５６９ 的中 ��� １０６３４５（１番人気）
３連単票数 計２６３９９９９ 的中 ��� ２８０６４（１３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１２．０―１２．１―１２．０―１１．８―１２．６―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．２―３５．２―４７．３―５９．３―１：１１．１―１：２３．７―１：３５．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フレイムコード �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 オペラハウス デビュー ２０１１．１１．５ 京都１着

２００９．２．２０生 牝３鹿 母 シマノラピス 母母 シマノエメラルド ９戦２勝 賞金 ３０，５４２，０００円



（２４福島２）第３日 ６月２３日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７９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

１７５，４６０，０００円
２，０８０，０００円
９，２５０，０００円
１，４６０，０００円
１５，４６０，０００円
６０，４１５，５００円
４，６５４，０００円
１，７１８，４００円

勝馬投票券売得金
３１７，２００，４００円
５５５，４３６，２００円
２５０，４４９，４００円
９３２，５１７，７００円
５７４，１０１，４００円
３７１，１８５，６００円
１，１３６，４６１，７００円
２，００７，３５７，１００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 ６，１４４，７０９，５００円

総入場人員 ９，２８５名 （有料入場人員 ７，４７２名）


