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１７０３７ ６月２４日 晴 良 （２４福島２）第４日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走９時５５分 （芝・右）

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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

８９ トルークマクト 牡２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４２０± ０１：０９．８ ９．５�

４４ ジェネクラージュ 牡２栗 ５４ 中舘 英二加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 ４３６± ０１：１１．０７ １．８�
２２ コスモケリア 牝２栗 ５４ 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 様似 猿倉牧場 ４５０＋ ６１：１１．１� ４０．６�
５５ ブラザーウインド 牡２栗 ５４ 田中 博康 �スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム ４７６＋ ６１：１１．４１� １０．１�
１１ マプティット 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム ４２６＋ ６ 〃 クビ ３．２�
３３ ウインコサージュ 牝２芦 ５４ 柴田 大知�ウイン 手塚 貴久 新ひだか 藤沢牧場 ４５４＋ ２１：１１．６１ ７．９	
８８ メ テ オ ラ 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４３６－ ２１：１１．９２ １２１．２

７７ メルクマール 牡２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 バンダム牧場 ４５６－１２１：１２．７５ ８３．６�
６６ カシノガスト 牡２鹿 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 及川 ミツ子 ４５０± ０１：１４．５大差 ７６．４�

（９頭）

売 得 金

単勝： １０，８９９，０００円 複勝： １８，５９０，１００円 枠連： ６，２８８，６００円

馬連： ２８，５８４，０００円 馬単： ２５，３６２，３００円 ワイド： １１，７１６，１００円

３連複： ３４，１６８，３００円 ３連単： ８７，５１４，５００円 計： ２２３，１２２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ２３０円 � １１０円 � ４７０円 枠 連（４－８） １，０３０円

馬 連 �� １，０００円 馬 単 �� ２，６８０円

ワ イ ド �� ４００円 �� １，４００円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ５，７５０円 ３ 連 単 ��� ３７，４５０円

票 数

単勝票数 計 １０８９９０ 的中 � ９０４５（４番人気）
複勝票数 計 １８５９０１ 的中 � １５２９１（５番人気）� ８１５１４（１番人気）� ６０７９（６番人気）
枠連票数 計 ６２８８６ 的中 （４－８） ４５１２（４番人気）
馬連票数 計 ２８５８４０ 的中 �� ２１１８０（４番人気）
馬単票数 計 ２５３６２３ 的中 �� ６９９４（１１番人気）
ワイド票数 計 １１７１６１ 的中 �� ８０４７（４番人気）�� １９４１（１４番人気）�� ２９１５（１０番人気）
３連複票数 計 ３４１６８３ 的中 ��� ４３９２（１８番人気）
３連単票数 計 ８７５１４５ 的中 ��� １７２５（９１番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．４―１１．４―１１．６―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．４―３４．８―４６．４―５８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３５．０
３ ９（４，５）（１，３，８）－２＝６－７ ４ ９（４，５）（１，３，８）２＝７－６

勝馬の
紹 介

トルークマクト 
�
父 アドマイヤジャパン 

�
母父 High Chaparral デビュー ２０１２．６．９ 東京７着

２０１０．４．１４生 牡２鹿 母 ロ ゼ 母母 ダンシングナゲット ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノガスト号は，平成２４年７月２４日まで平地競走に出走できない。

１７０３８ ６月２４日 晴 良 （２４福島２）第４日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

６１１ スガノパフィオ 牝３芦 ５４
５１ ▲西村 太一�テシオ 矢野 英一 日高 モリナガファーム ４５０± ０１：１０．１ ４．０�

５９ グラニュレーション 牝３栗 ５４ 吉田 豊大山 廣晃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 ４５０＋１０１：１０．６３ ５．７�
５１０ タニオブフジ 牝３青鹿５４ 武士沢友治谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４４８＋ ４ 〃 ハナ ３０．３�
２３ メインメリー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人金森圭史朗氏 加藤 和宏 新冠 松浦牧場 ４６８＋２２ 〃 クビ １５６．１�
２４ ア ズ キ 牝３栗 ５４ 中舘 英二片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４３４＋ ２１：１０．７� ３．６�
６１２ スマイルオブライフ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太�ターフ・スポート粕谷 昌央 新ひだか 平野牧場 ４９８－ ２１：１０．８クビ ４５．９�
３６ マイスピリット 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次伊東 純一氏 小西 一男 新冠 オリエント牧場 ４６４± ０ 〃 アタマ ４３．１	
１２ ユ キ ム ス メ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 ４１４－ ２ 〃 クビ ５．１

７１３ ビューティヒロイン 牝３鹿 ５４ 田中 博康小野 博郷氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４１２－ ２１：１０．９� １２４．９�
８１５ エトランゼシチー 牝３栗 ５４ 西田雄一郎 �友駿ホースクラブ 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 ４２８± ０１：１１．３２� ３７．４
７１４ フクノハナヒメ 牝３鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠福島 実氏 栗田 徹 新ひだか 佐藤 陽一 ４０４＋ ２１：１１．６２ ２６９．４�
４８ ハッピーユーゲント 牝３青鹿５４ 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４１６± ０１：１１．７� ９．３�

（大井）

１１ インタールナ 牝３青 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４８４ ―１：１２．１２� ８．４�
８１６ リネンサンシャイン 牝３栗 ５４ 柴田 大知戸山 光男氏 南田美知雄 青森 マルシチ牧場 ４５０ ―１：１２．４１� １５０．６�
３５ アルパインスタイル 牝３鹿 ５４ 横山 義行�村田牧場 田中 剛 新冠 村田牧場 ４３０± ０１：１２．６１� ３２２．５�
４７ ステイローズ 牝３黒鹿５４ 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新冠 ムラカミファーム ４３０＋１４１：１３．５５ ２０４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，４３９，９００円 複勝： １９，８４８，２００円 枠連： １０，６３８，０００円

馬連： ３９，７２２，８００円 馬単： ２５，８５７，２００円 ワイド： １５，１７６，２００円

３連複： ４９，６９７，６００円 ３連単： ７７，４２６，０００円 計： ２５０，８０５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � ４６０円 枠 連（５－６） ８２０円

馬 連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� １，１３０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ７，２７０円 ３ 連 単 ��� ２８，３３０円

票 数

単勝票数 計 １２４３９９ 的中 � ２４５２１（２番人気）
複勝票数 計 １９８４８２ 的中 � ３８０７２（１番人気）� ２５９２５（４番人気）� ８９０６（７番人気）
枠連票数 計 １０６３８０ 的中 （５－６） ９６６０（４番人気）
馬連票数 計 ３９７２２８ 的中 �� ２７０９８（４番人気）
馬単票数 計 ２５８５７２ 的中 �� ９６８９（５番人気）
ワイド票数 計 １５１７６２ 的中 �� ８６４０（３番人気）�� ３２１０（１６番人気）�� ２５２６（１７番人気）
３連複票数 計 ４９６９７６ 的中 ��� ５０４５（２２番人気）
３連単票数 計 ７７４２６０ 的中 ��� ２０１７（１０５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．２―１１．９―１２．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．９―４５．８―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スガノパフィオ �
�
父 フ ィ ガ ロ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２０１２．１．１５ 中山２着

２００９．４．６生 牝３芦 母 スロクチグサ 母母 スロクイザナミ ５戦１勝 賞金 ８，４４０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ステイローズ号は，平成２４年７月２４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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 カシマセイセン号・ミスウィスコンシン号・ロータスドリーム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第２回 福島競馬 第４日



１７０３９ ６月２４日 晴 良 （２４福島２）第４日 第３競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０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

５９ ガンガンユコウゼ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４５８－ ２１：４８．１ １．７�

６１１ サトノライトニング 牡３鹿 ５６ 北村 宏司里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ５００－ ２１：４８．３１ ３．６�
８１５ シークレットリボン 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太海谷 幸司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４６４± ０１：４９．２５ ２４３．４�
８１４ ゼンノグライム 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次大迫久美子氏 鈴木 伸尋 新冠 村上 欽哉 ５０４－ ４１：４９．４１� ２３．７�
７１３ スリートップガン 牡３栗 ５６ 松岡 正海永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 ４９０－ ４１：４９．８２� ２０．４�
６１０ ダ イ ア ン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治西村 專次氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 B４４４－ ４ 〃 クビ １８６．５�
７１２ ア イ ザ ッ ク 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太村山 忠弘氏 根本 康広 新冠 松田 富士夫 ４８２± ０ 〃 ハナ ５．５	

（大井）

４７ テイエムオオテモン 牡３鹿 ５６ 田中 博康竹園 正繼氏 柴田 政人 浦河 市川牧場 ４６８＋１２１：４９．９� ２１９．２

３４ ミスターナインワン 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥増山 武志氏 萱野 浩二 新冠 ムラカミファーム ４６２＋ ８１：５０．１１ ９２．９�
２３ カシマシンセイ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二松浦 一久氏 松山 康久 浦河 大西ファーム B４８２± ０１：５０．２� ５３．２�
１１ プリンシパル 牡３鹿 ５６ 田面木博公富川牧場 伊藤 伸一 日高 富川牧場 ４４８＋ ６１：５０．５１� ３５８．７�
３５ ナカヤマアラシ 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 ４６２＋ ４１：５０．７１� １５１．６�
５８ エムエムベレッタ 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人加藤 雅一氏 古賀 史生 新冠 グリー牧場 ４３６－ ２１：５１．５５ ４５７．４�
２２ グリーンヴォルト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春吉田 和美氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ４１：５１．６� ２２．９�
４６ トーセンスプレンダ 牡３鹿 ５６

５３ ▲原田 和真島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ
スティファーム ５３０ ―１：５８．７大差 ６１．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，６６１，６００円 複勝： ３７，７３０，８００円 枠連： １２，８２０，９００円

馬連： ４６，３６２，４００円 馬単： ３９，２７２，１００円 ワイド： ２０，６６７，５００円

３連複： ６５，９６２，２００円 ３連単： １２６，８９８，１００円 計： ３７０，３７５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １，９６０円 枠 連（５－６） ２５０円

馬 連 �� ２５０円 馬 単 �� ３８０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ３，８００円 �� ５，５１０円

３ 連 複 ��� １１，４９０円 ３ 連 単 ��� ２５，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２０６６１６ 的中 � ９７９７３（１番人気）
複勝票数 計 ３７７３０８ 的中 � １８７４０２（１番人気）� ６５３４３（２番人気）� １９３９（１２番人気）
枠連票数 計 １２８２０９ 的中 （５－６） ３８３１８（１番人気）
馬連票数 計 ４６３６２４ 的中 �� １４０６５９（１番人気）
馬単票数 計 ３９２７２１ 的中 �� ７７９６６（１番人気）
ワイド票数 計 ２０６６７５ 的中 �� ４５７８０（１番人気）�� １０５２（３２番人気）�� ７２１（３９番人気）
３連複票数 計 ６５９６２２ 的中 ��� ４２３８（２６番人気）
３連単票数 計１２６８９８１ 的中 ��� ３６８１（６７番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１２．３―１３．４―１３．４―１２．３―１２．７―１２．７―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．４―３０．７―４４．１―５７．５―１：０９．８―１：２２．５―１：３５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３８．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

ガンガンユコウゼ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．１０．２２ 東京６着

２００９．４．４生 牡３鹿 母 スマイルフォライフ 母母 エレンジェーン ９戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンスプレンダ号は，平成２４年７月２４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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 カシノグリーディ号・コスモガラサ号・フェスティヴラン号・ベンレイダー号
（非抽選馬） ２頭 カワキタリュウジン号・デンコウチャーム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１７０４０ ６月２４日 晴 良 （２４福島２）第４日 第４競走 ２，７５０�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時２０分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� 基準タイム２：５７．４良

４５ リリースバージョン 牡５鹿 ６０ 金子 光希薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム ４７４－ ８３：０１．４ ３７．３�

８１３ オウケンウッド 牡４芦 ６０ 石神 深一福井 明氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４４６－ ２ 〃 クビ ２．３�
３３ ヒシセンチュリー 牡６栗 ６０ 横山 義行阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ５０４± ０３：０１．６１� ４．８�
８１４ リバルドホープ 牡４鹿 ６０ 草野 太郎河野 保雄氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４４０－ ４３：０１．７� ３８．９�
６１０ スーパーティチャー 牝５鹿 ５８ 大江原 圭福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４８６± ０３：０２．１２� ７．５�
１１ ウエスタンウェイブ �５鹿 ６０ 柴田 大知西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４５６－ ２３：０３．１６ ３２．６�
４６ シンボリルルド �５鹿 ６０ 平沢 健治シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４４８－ ６ 〃 ハナ １１．０�
６９ ヒアズルッキング �４鹿 ６０ 五十嵐雄祐 	キャロットファーム 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４＋ ２３：０４．０５ ２５．０

５７ � シャコームサシ 牡５鹿 ６０ 浜野谷憲尚江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 柏木 一則 ５３４－ ４３：０５．１７ １２２．３�
２２ スマイルフォンテン 牝４栗 ５８

５７ ▲高嶋 活士吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド ４７６－ ２３：０５．２� １９１．６�
５８ ボンバルディエーレ �６芦 ６０ 蓑島 靖典吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４７２－１８３：０６．２６ ９．７
７１１ コットンフィールド �４芦 ６０ 高野 和馬 	スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４５０± ０３：０６．３� ６４．７�
７１２ カリズマアゲン 牡５鹿 ６０ 鈴木 慶太浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 ４９８＋１２３：０８．１大差 １８９．１�
３４ サイクロンフォース 牡４鹿 ６０ 山本 康志小菅 定雄氏 松山 康久 登別 青藍牧場 ５０２－１０ （競走中止） ８．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，９５３，５００円 複勝： １８，７５６，６００円 枠連： １３，９１３，１００円

馬連： ３５，７４２，４００円 馬単： ２６，３８７，７００円 ワイド： １５，８８５，１００円

３連複： ５０，８０２，２００円 ３連単： ８４，８７６，４００円 計： ２５９，３１７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，７３０円 複 勝 � ５６０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（４－８） ７６０円

馬 連 �� ４，１００円 馬 単 �� １３，１５０円

ワ イ ド �� １，２７０円 �� ２，１１０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ５，４５０円 ３ 連 単 ��� ７５，４７０円

票 数

単勝票数 計 １２９５３５ 的中 � ２７３９（９番人気）
複勝票数 計 １８７５６６ 的中 � ５９２５（８番人気）� ４５８４０（１番人気）� ３２２５８（２番人気）
枠連票数 計 １３９１３１ 的中 （４－８） １３５６５（３番人気）
馬連票数 計 ３５７４２４ 的中 �� ６４３６（１５番人気）
馬単票数 計 ２６３８７７ 的中 �� １４８２（４１番人気）
ワイド票数 計 １５８８５１ 的中 �� ２９３８（１７番人気）�� １７２６（２３番人気）�� １１８２８（２番人気）
３連複票数 計 ５０８０２２ 的中 ��� ６８８５（１７番人気）
３連単票数 計 ８４８７６４ 的中 ��� ８３０（２２１番人気）

上り １マイル １：４８．３ ４F ５２．９－３F ３９．４
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

リリースバージョン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００９．８．２ 札幌５着

２００７．１．２０生 牡５鹿 母 レールマラン 母母 Lite Light 障害：３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 サイクロンフォース号は，７号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
※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 ドラゴン号



１７０４１ ６月２４日 晴 良 （２４福島２）第４日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時１０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

６１１ マイネルパントル 牡２鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム ４５８ ―１：１１．１ ３．６�

４６ リメンバーメジロ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 洞爺湖 メジロ牧場 ４０６ ―１：１１．４１� ２５．３�
７１２ ヴァンフレーシュ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム ４７２ ―１：１１．５� ９．８�
５８ エバーグレーズ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 新ひだか ヒサイファーム ４４０ ―１：１１．６クビ １４．５�
５９ ワ ン パ ン チ 牡２芦 ５４

５１ ▲西村 太一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ３９０ ―１：１１．８１� ７６．９�
８１５ ナイトブルーミング 牝２芦 ５４

５１ ▲杉原 誠人平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 ４５０ ― 〃 ハナ ８５．４	
２３ ラ ノ ラ ラ ク 牝２栗 ５４ 中谷 雄太�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 バンダム牧場 ４５６ ―１：１１．９� ３．９

２２ インザチャーチ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 日高 賀張中川牧場 ４１０ ― 〃 クビ ２９．０�
８１４ チ ャ ッ ピ ー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司小田切 光氏 黒岩 陽一 浦河 木村牧場 ４６６ ―１：１２．０クビ １３．５�
３５ ワンダフルジュエル 牝２鹿 ５４ 石神 深一�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４４４ ― 〃 ハナ ４５．０
３４ メ ボ ン 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 様似 小田 誠一 ４１８ ― 〃 クビ ５８．４�
４７ エルキュール 牡２青 ５４ 武士沢友治上野 直樹氏 伊藤 大士 日高 幾千世牧場 ４３２ ―１：１２．３２ ９７．８�
１１ ドリームサンサン 牝２黒鹿５４ 戸崎 圭太ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 ４５２ ―１：１２．４クビ ３．２�

（大井）

７１３ サンマルマズル 牡２鹿 ５４ 中舘 英二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 青森 山内牧場 ４４４ ―１：１２．７２ １２８．３�
６１０ アポロアルテミス 牝２栗 ５４ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 日高 藤本 友則 ４３２ ― （競走中止） １６３．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，５４１，２００円 複勝： ２８，０２１，４００円 枠連： １４，７５０，２００円

馬連： ５３，０２６，１００円 馬単： ３５，７８８，３００円 ワイド： ２１，０４４，８００円

３連複： ６３，０１６，９００円 ３連単： １０５，１９８，０００円 計： ３４０，３８６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � ６９０円 � ２６０円 枠 連（４－６） ３，２５０円

馬 連 �� ４，３００円 馬 単 �� ６，４３０円

ワ イ ド �� １，４７０円 �� ５４０円 �� ２，２６０円

３ 連 複 ��� １１，０４０円 ３ 連 単 ��� ５９，８６０円

票 数

単勝票数 計 １９５４１２ 的中 � ４３１３３（２番人気）
複勝票数 計 ２８０２１４ 的中 � ５６７８２（２番人気）� ８２７７（８番人気）� ２７８８９（４番人気）
枠連票数 計 １４７５０２ 的中 （４－６） ３３５２（１７番人気）
馬連票数 計 ５３０２６１ 的中 �� ９１０８（１７番人気）
馬単票数 計 ３５７８８３ 的中 �� ４１１０（２３番人気）
ワイド票数 計 ２１０４４８ 的中 �� ３４４９（１８番人気）�� １０４５９（４番人気）�� ２１９０（２６番人気）
３連複票数 計 ６３０１６９ 的中 ��� ４２１４（３３番人気）
３連単票数 計１０５１９８０ 的中 ��� １２９７（１７１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．５―１１．８―１２．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．７―４６．５―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルパントル �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 パントレセレブル 初出走

２０１０．３．１６生 牡２鹿 母 マイネメリアン 母母 マイネカトリーヌ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 アポロアルテミス号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため３コーナーで競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１７０４２ ６月２４日 晴 良 （２４福島２）第４日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 ４，６００，０００円 １，５００，０００
１，５００，０００

円
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

２３ メテオレイン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４４６－ ２１：４９．８ ４．１�

３４ ラ ヴ ェ ン ナ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲西村 太一�ターフ・スポート伊藤 圭三 浦河 大北牧場 ４８０＋ ２１：４９．９� ３．９�

７１３ ツクバクイーン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司荻原 昭二氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４３６± ０ 〃 同着 ３．０�
８１５ コ ス モ リ オ 牝３青鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム ４６０－ ６１：５０．３２� １３．０�
３５ イットーオジョウ 牝３鹿 ５４ 岩部 純二熊坂 俊一氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 ４５８－ ２１：５０．６１� ７２．９�
４６ ルチルマニッシュ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか 見上牧場 ４５８－ ４１：５０．９２ １８８．６�
４７ ディーズプリンセス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４７２－ ６１：５１．０クビ ２２．０	
１１ エリザヴェータ 牝３青鹿５４ 吉田 豊片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日高大洋牧場 ４８８± ０ 〃 クビ １０．５

６１０ エルザブラバント 牝３鹿 ５４ 中舘 英二佐々木雄二氏 田村 康仁 新冠 ハシモトフアーム ４３６± ０１：５１．４２� ８３．４�
７１２ ファイアーアゲン 牝３栗 ５４ 西田雄一郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 ４５４－１４１：５２．１４ ９．６�
５８ ケージートチオトメ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠川井 五郎氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 ４４０＋ ６１：５２．５２� １００．０
８１４ リエオンワード 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人樫山 ハル氏 松山 康久 浦河 オンワード牧場 ４４０＋ ８ 〃 ハナ ７２．２�
５９ キタサンプライド 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４７２－ ４１：５３．２４ ２９．１�
６１１ ロイヤルシフォン 牝３栗 ５４ 田中 博康�宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 ４９８＋１４１：５７．２大差 ３４７．０�
２２ タマモルージュ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太タマモ� 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４５０＋ ６１：５７．３� １３９．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，８１７，５００円 複勝： ２５，７４０，１００円 枠連： １４，６３８，８００円

馬連： ４７，２６０，９００円 馬単： ３２，０７４，１００円 ワイド： １９，７０３，６００円

３連複： ６２，４５５，９００円 ３連単： １０４，６８０，０００円 計： ３２３，３７０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １２０円 �
�

１３０円
１２０円 枠 連（２－３）（２－７）

３２０円
２７０円

馬 連 ��
��

３１０円
３１０円 馬 単 ��

��
６７０円
７００円

ワ イ ド ��
��

３００円
２６０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ５８０円 ３ 連 単 ���
���

１，９４０円
１，９９０円

票 数

単勝票数 計 １６８１７５ 的中 � ３２５３０（３番人気）
複勝票数 計 ２５７４０１ 的中 � ５８５４７（２番人気）� ４９１３５（３番人気）� ５９５４１（１番人気）
枠連票数 計 １４６３８８ 的中 （２－３） １６８６８（３番人気）（２－７） ２１３９９（２番人気）
馬連票数 計 ４７２６０９ 的中 �� ５６５８４（３番人気）�� ５７７２８（２番人気）
馬単票数 計 ３２０７４１ 的中 �� １７７１６（４番人気）�� １７１０７（５番人気）
ワイド票数 計 １９７０３６ 的中 �� １５６０７（３番人気）�� １９１１９（２番人気）�� ２１５１３（１番人気）
３連複票数 計 ６２４５５９ 的中 ��� ８０７９５（１番人気）
３連単票数 計１０４６８００ 的中 ��� ２００１８（４番人気）��� １９４１１（６番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１２．２―１２．８―１２．８―１２．５―１２．８―１３．８―１４．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．４―３０．６―４３．４―５６．２―１：０８．７―１：２１．５―１：３５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．６―３F４１．１
１
３
４（５，１３）３（６，７，８）１５－（２，１１）９（１，１０）１２＝１４
４，１３（３，５）－１５，６－（７，８，９）－１－（２，１１，１２，１０）＝１４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

メテオレイン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１０．２９ 東京８着

２００９．３．２生 牝３鹿 母 プ テ ィ パ 母母 プ リ マ ７戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔制裁〕 イットーオジョウ号の騎手岩部純二は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１２番への進路影響）

コスモリオ号の騎手柴田大知は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモルージュ号は，平成２４年７月２４日まで平地競走に出走できない。

ロイヤルシフォン号は，平成２４年８月２４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 トーアラビリンス号
（非抽選馬） １頭 アンゲルスノーヴス号



１７０４３ ６月２４日 曇 良 （２４福島２）第４日 第７競走 ��
��２，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時１０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

２：３７．４
２：３７．４

良

良

６１１ ケイアイジーニアス 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 ４５６＋ ２２：４５．３ ６．２�

１２ アポロテイスト 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 山際牧場 ４８８－ ６２：４５．４� ２．３�
（大井）

７１４ マイネルツァウバー 牡３青鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 コスモヴューファーム ４６０± ０２：４５．５� ９．２�

４８ チャイナキッス 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４８８－ ２２：４５．６クビ ３０．０�
３５ ダイメイサンデー 牡３青鹿５６ 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 高橋 義博 新ひだか タイヘイ牧場 ４６４± ０２：４５．８１� ３２．１�
４７ マイネルレジェール 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－ ２２：４５．９� ９０．６	
８１５ プリンスオブパゴダ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �サンデーレーシング 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４３０－ ４ 〃 ハナ ９９．８

２３ パストラルシチー 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 幾千世牧場 ４６６＋ ４ 〃 アタマ １８４．０�
６１２ レッドエナジー 牝３青鹿 ５４

５１ ▲西村 太一�コオロ 木村 哲也 新冠 ムラカミファーム ４４０＋ ２２：４６．０クビ ７２．９�
２４ マストゴーオン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治石川 達絵氏 小笠 倫弘 日高 木村牧場 B４９８＋ ８２：４６．３２ ６１．９
８１６ ブリガンディン 牡３黒鹿５６ 吉田 豊吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム B５１８± ０２：４６．６１� １３．３�
７１３ ズルフィカール 牡３黒鹿５６ 松岡 正海宮川 純造氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 ４５８－ ６２：４６．７クビ ３．５�
５９ トウショウキャスト 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか 棚川 光男 ４５２＋ ２ 〃 クビ ８２．４�
５１０ ベニノアロー 牡３鹿 ５６ 田中 博康�紅谷 新開 幸一 新冠 安達 洋生 B４６２＋ ２２：４６．８クビ １１３．９�
１１ メイショウイチフジ 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人松本 好雄氏 尾形 充弘 浦河 三嶋牧場 ４６２± ０２：４６．９� ２０．７�
３６ スプリングテムズ 牝３栗 ５４

５１ ▲原田 和真加藤 春夫氏 天間 昭一 様似 堀 弘康 ４１０－ ８２：４７．９６ ３０３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５８５，１００円 複勝： ３３，７３４，９００円 枠連： １７，４９４，７００円

馬連： ５８，３３９，１００円 馬単： ３８，２７６，０００円 ワイド： ２４，２６８，３００円

３連複： ７５，３５３，５００円 ３連単： １３１，９７８，７００円 計： ３９９，０３０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � １９０円 枠 連（１－６） ５３０円

馬 連 �� ６００円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ７４０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，６４０円 ３ 連 単 ��� ９，９４０円

票 数

単勝票数 計 １９５８５１ 的中 � ２４９２３（３番人気）
複勝票数 計 ３３７３４９ 的中 � ４３６９４（３番人気）� １００１２１（１番人気）� ３９１２１（４番人気）
枠連票数 計 １７４９４７ 的中 （１－６） ２４６４１（２番人気）
馬連票数 計 ５８３３９１ 的中 �� ７２９１３（２番人気）
馬単票数 計 ３８２７６０ 的中 �� １６７９３（５番人気）
ワイド票数 計 ２４２６８３ 的中 �� ２０６８８（２番人気）�� ７４５７（８番人気）�� １４２３７（３番人気）
３連複票数 計 ７５３５３５ 的中 ��� ３３９７９（３番人気）
３連単票数 計１３１９７８７ 的中 ��� ９８０２（１８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．１―１２．５―１３．５―１３．６―１３．９―１３．９―１３．０―１２．０―１２．１―１２．２―１２．４

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�
１２．８―２４．１―３６．２―４８．７―１：０２．２―１：１５．８―１：２９．７―１：４３．６―１：５６．６―２：０８．６―２：２０．７―２：３２．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイジーニアス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１２．１．１５ 中山９着

２００９．３．１６生 牡３鹿 母 リヴァプール 母母 マークプロミス ６戦１勝 賞金 ５，８００，０００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。
（非抽選馬） ２頭 スイートガガ号・トレーロマタドール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１７０４４ ６月２４日 曇 良 （２４福島２）第４日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４０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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

３３ ヤマニンアーマー 牡４鹿 ５７
５４ ▲杉原 誠人土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５６＋ ４２：０２．７ ８．４�

２２ ニシノボレロ 牡３青鹿５４ 北村 宏司西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 ４６０－ ４２：０３．１２� ７．０�
６８ マイネルヴェリタス 牡３栗 ５４ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 荻伏三好フ
アーム ４９８＋１２２：０３．３１� ２．２�

（大井）

４５ � フ リ ー マ ン 牡３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 浦河 丸幸小林牧場 ４９４＋ ２２：０３．５１� １２３．１�
５７ ミヤビエスペランサ 牡３鹿 ５４ 田中 博康村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 ５０２＋１２２：０３．７１� １６．０�
７１１ キョウエイプラウド 牡４鹿 ５７ 田中 勝春田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ５０６＋ ４ 〃 ハナ ７９．９	
５６ � マ ー ニ ー 牝５鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ３９８－ ２２：０４．１２� １５１．６

８１２� ブルースビスティー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 ４５２－１２２：０４．２クビ ２６．２�
７１０ コ ア ヨ カ 牡４鹿 ５７

５４ ▲原田 和真西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ４９２＋ ２２：０４．３� ４６．６�
４４ ディープスノー 牝４鹿 ５５ 中舘 英二日下部勝�氏 牧 光二 新冠 石郷岡 雅樹 ４５８± ０ 〃 ハナ ３．８
８１３ クーガーストリート 牡４青鹿５７ 松岡 正海 �社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４７４－ ６２：０４．５１� １０．０�
６９ � セイカペガサス 牡５黒鹿５７ 武士沢友治久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム ４６０－ ６２：０５．１３� ４６．０�
１１ � クリノワンチャンス 牝４芦 ５５

５２ ▲高嶋 活士栗本 博晴氏 本間 忍 日高 日西牧場 ４２４－ ２２：０５．２クビ ２３１．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，２７１，３００円 複勝： ２９，０１５，６００円 枠連： １４，９７６，６００円

馬連： ６０，９２１，３００円 馬単： ４１，５５９，５００円 ワイド： ２２，１１２，９００円

３連複： ６９，９６２，８００円 ３連単： １３２，６１６，０００円 計： ３９１，４３６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � １８０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（２－３） ２，４８０円

馬 連 �� ２，７７０円 馬 単 �� ５，８３０円

ワ イ ド �� ８３０円 �� ３８０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，６００円 ３ 連 単 ��� １８，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２０２７１３ 的中 � １９０６７（４番人気）
複勝票数 計 ２９０１５６ 的中 � ３９４９５（３番人気）� ３４６２６（４番人気）� ７８１８１（１番人気）
枠連票数 計 １４９７６６ 的中 （２－３） ４４７２（１１番人気）
馬連票数 計 ６０９２１３ 的中 �� １６２８６（１０番人気）
馬単票数 計 ４１５５９５ 的中 �� ５２６８（２２番人気）
ワイド票数 計 ２２１１２９ 的中 �� ６０１４（１１番人気）�� １４７９８（３番人気）�� １６９８８（２番人気）
３連複票数 計 ６９９６２８ 的中 ��� ３２３７５（４番人気）
３連単票数 計１３２６１６０ 的中 ��� ５２５８（５５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．２―１２．４―１２．７―１２．６―１２．０―１２．３―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．１―３６．３―４８．７―１：０１．４―１：１４．０―１：２６．０―１：３８．３―１：５０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンアーマー �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 ムタファーウエク デビュー ２０１０．１１．１３ 京都５着

２００８．２．１３生 牡４鹿 母 ヤマニンファセット 母母 ティファニーラス １５戦２勝 賞金 １７，４２０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１７０４５ ６月２４日 曇 良 （２４福島２）第４日 第９競走 ��１，７００�
く り こ

栗 子 特 別
発走１４時１５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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４０．４
１：３９．８

良

良

２２ ゴールドスマイル 牡４鹿 ５７ 北村 宏司居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４６６－ ５１：４２．７ ２５．４�

１１ ロードエアフォース 牡４鹿 ５７ 田中 勝春 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４７６－ ２ 〃 クビ １０．６�
４４ � スターリットスカイ 牝４栗 ５５ 戸崎 圭太永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４５８± ０１：４２．８� ２．４�

（大井）

６６ カシノスターライト 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ５０２＋ ２１：４３．０� ３．７�
７７ マイネルナタリス 牡５黒鹿５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム ４７０＋ ８１：４３．３２ ５．１�
５５ ダ ー リ ブ 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４５０± ０ 〃 クビ １４．６�
３３ セイルアゲン 牝４鹿 ５５ 武士沢友治浅川 皓司氏 中野 栄治 新冠 対馬 正 ４５２－ ３１：４３．６１� ５９．４	
７８ フランスギャル 牝３黒鹿５２ 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 ４６０－ ６１：４３．８１� １４．２

８９ � ゴールドウォッチ 牡４鹿 ５７ 中舘 英二居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム ４６２＋ ４１：４４．４３� ９９．１�
８１０ ロードシップ 牡５青鹿５７ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 日高 白井牧場 ５００－ ６ （競走中止） １５．２�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２２，９１８，５００円 複勝： ３０，９１６，３００円 枠連： １５，６９７，９００円

馬連： ７４，２６４，７００円 馬単： ４９，１０４，２００円 ワイド： ２４，９１１，３００円

３連複： ８０，２７８，８００円 ３連単： １７３，６７２，６００円 計： ４７１，７６４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５４０円 複 勝 � ５３０円 � ２５０円 � １５０円 枠 連（１－２） ８，６４０円

馬 連 �� ９，９２０円 馬 単 �� ２７，９５０円

ワ イ ド �� １，８４０円 �� ９９０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ８，４００円 ３ 連 単 ��� ９９，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２２９１８５ 的中 � ７１１９（８番人気）
複勝票数 計 ３０９１６３ 的中 � １１３７１（８番人気）� ３１００８（４番人気）� ７７５８６（１番人気）
枠連票数 計 １５６９７９ 的中 （１－２） １３４１（２３番人気）
馬連票数 計 ７４２６４７ 的中 �� ５５２７（２８番人気）
馬単票数 計 ４９１０４２ 的中 �� １２９７（５７番人気）
ワイド票数 計 ２４９１１３ 的中 �� ３１６１（２５番人気）�� ６０７１（１４番人気）�� １３８１６（４番人気）
３連複票数 計 ８０２７８８ 的中 ��� ７０５８（３０番人気）
３連単票数 計１７３６７２６ 的中 ��� １２９３（２６６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―３０．２―４２．４―５４．７―１：０７．０―１：１９．０―１：３０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．７
１
３
２，１（４，１０）（３，５）－７，６－（８，９）
２，１（４，１０）（３，５，７，６）－（８，９）

２
４
２，１，１０，４（３，５）７，６－（８，９）・（２，１）（７，６）４（３，５）－（８，１０，９）

勝馬の
紹 介

ゴールドスマイル 
�
父 スターリングローズ 

�
母父 キョウワアリシバ デビュー ２０１０．９．１２ 中山４着

２００８．４．６生 牡４鹿 母 サ サ ブ エ 母母 ホクショウマリー ２０戦２勝 賞金 ２１，６７９，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔競走中止〕 ロードシップ号は，競走中に疾病〔右第１指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１７０４６ ６月２４日 曇 良 （２４福島２）第４日 第１０競走 ��
��１，１５０�

つ る が じ ょ う

鶴 ヶ 城 特 別
発走１４時５０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
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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

６１１ サザンブレイズ 牡４栗 ５７ 柴田 大知南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４７６± ０１：０８．０ １１．１�

８１６ ヤマニンパピオネ 牝４芦 ５５ 松岡 正海土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 ５０２＋２６ 〃 クビ ９．３�
４８ � エーシンジェイワン 牡４栗 ５７ 田中 勝春�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm B５４０＋ ２１：０８．３１�＋クビ １．６�
７１３ シャラントレディ 牝５黒鹿５５ 北村 宏司 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４４６± ０１：０８．５１� ４９．３�
６１２ ウッドシップ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４８４＋１０１：０８．６クビ ８．９�
３６ クレバーデステニー 牡３鹿 ５４ 吉田 豊田	 正明氏 小西 一男 新ひだか 斉藤スタッド ４６４＋２２１：０８．７	 ５４．０

８１５ ダイヤモンドムーン 牝５黒鹿５５ 安藤 勝己岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 B５１４－ ８１：０８．８	 ８．９�
７１４ ローブドヴルール 牝６鹿 ５５ 嘉藤 貴行�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム ４９８＋１６ 〃 アタマ １３８．４�
４７ クラッチヒット 牡７栗 ５７ 杉原 誠人島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム ４８６－１４ （降着） ２０．６
５９ クリスリリー 牝７栗 ５５ 西田雄一郎加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４６０＋１４１：０８．９
 １１４．０�
１１ ガリレオシチー 牡６黒鹿５７ 二本柳 壮 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５１２－ ４ 〃 ハナ １８０．０�
３５ ヴェアリアスムーン 牡３栗 ５４ 武士沢友治小林 秀樹氏 田島 良保 新冠 三村 卓也 ４９４＋ ６１：０９．１１� ４３．３�
２４ � ケージーアメリカン 牡５栗 ５７ 嶋田 純次川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４５４＋ ２１：０９．２	 ４８４．４�
１２ キンシザイル 牡３鹿 ５４ 戸崎 圭太若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 ４８０＋ ８１：０９．３クビ １３．５�

（大井）

２３ カツノセカンド 牡５鹿 ５７ 田中 博康勝野 �治氏 伊藤 伸一 日高 下河辺牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ２４４．８�
５１０� ピュアストーン 牝５栗 ５５ 大庭 和弥永田 和彦氏 高橋 文雅 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B４６８± ０１：０９．７２	 ２４１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，０７１，２００円 複勝： ５９，５０９，８００円 枠連： ３５，９８４，０００円

馬連： １２８，００５，８００円 馬単： ８４，７９５，０００円 ワイド： ４８，４９８，７００円

３連複： １５８，８４３，３００円 ３連単： ３２０，１３８，０００円 計： ８７９，８４５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１１０円 複 勝 � ２４０円 � ２７０円 � １２０円 枠 連（６－８） ６９０円

馬 連 �� ３，５２０円 馬 単 �� ８，１４０円

ワ イ ド �� １，２４０円 �� ４００円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，７７０円 ３ 連 単 ��� ２０，５００円

票 数

単勝票数 計 ４４０７１２ 的中 � ３１３８２（５番人気）
複勝票数 計 ５９５０９８ 的中 � ５４００７（５番人気）� ４３７７６（６番人気）� １９３１５９（１番人気）
枠連票数 計 ３５９８４０ 的中 （６－８） ３８５２０（３番人気）
馬連票数 計１２８００５８ 的中 �� ２６８６８（１３番人気）
馬単票数 計 ８４７９５０ 的中 �� ７６９４（２６番人気）
ワイド票数 計 ４８４９８７ 的中 �� ８７５３（１６番人気）�� ３１４０８（４番人気）�� ３３１８３（３番人気）
３連複票数 計１５８８４３３ 的中 ��� ６６６００（３番人気）
３連単票数 計３２０１３８０ 的中 ��� １１５２８（５４番人気）

ハロンタイム ９．２―１０．４―１０．８―１１．７―１２．５―１３．４

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．２―１９．６―３０．４―４２．１―５４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サザンブレイズ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ラストタイクーン デビュー ２０１０．１０．９ 京都１着

２００８．２．２１生 牡４栗 母 サウスビューティー 母母 チ ッ ク １８戦４勝 賞金 ５４，５４３，０００円
〔降着〕 クラッチヒット号は，３位〔タイム１分０８秒２，着差１�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に内側に斜行して

「クレバーデステニー」号および「ローブドヴルール」号の走行を妨害したため９着に降着。
〔制裁〕 クラッチヒット号の騎手杉原誠人は，最後の直線コースで急に内側に斜行したことについて平成２４年６月３０日から平成２４年

７月８日まで騎乗停止。
サザンブレイズ号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（８番・１５番への
進路影響）
サザンブレイズ号の騎手柴田大知は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。

※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。
（非抽選馬） ４頭 ケンブリッジシーザ号・スイングエンジン号・トレノソルーテ号・フリスコベイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１レース目



１７０４７ ６月２４日 曇 良 （２４福島２）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�福島テレビオープン

発走１５時３０分 （芝・右）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：３歳５１�４歳以上５５�，
牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１００万円毎１�増，�：３歳５１�４歳
以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１着馬２�
増（ただし２歳時の成績を除く）

福島テレビ賞（１着）
賞 品

本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

８１１ ミキノバンジョー 牡５鹿 ５６ 安藤 勝己谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ５１０－ ８１：４８．４ ７．８�

８１０ ドリームバスケット 牡５栗 ５６ 北村 宏司セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム ４６２＋１２１：４８．６１� ５．８�
６７ トランスワープ 	７鹿 ５６ 松岡 正海 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５２６＋ ２ 〃 アタマ ２．３�
２２ トップカミング 	６黒鹿５５ 武士沢友治�コオロ 木村 哲也 浦河 木戸口牧場 ４５２＋ ２１：４８．９１
 ６．６�
６６ セイカアレグロ 牡７鹿 ５６ 柴田 大知久米 大氏 黒岩 陽一 新冠 シンユウフアーム ５００－ ２１：４９．０クビ ５６．８�
７８ イケドラゴン 牡７栗 ５６ 杉原 誠人池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５２６－ ２１：４９．１� １１０．８	
３３ ビッグウィーク 牡５青鹿５７ 田中 勝春谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 ４５８－１８１：４９．２
 ８．４

７９ ハッピーパレード 牝６黒鹿５３ 大庭 和弥馬場 幸夫氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ４６０－ ２１：４９．３� ７１．２�
４４ アドマイヤメジャー 牡６青鹿５７ 吉田 豊近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４４６－ ２ 〃 ハナ ６．３�
５５ オーシャンエイプス 牡８鹿 ５５ 中舘 英二松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４８８＋１２１：４９．９３� ２２．２
１１ � コスモヴァシュラン 牡８青鹿５５ 戸崎 圭太北嶋 義三氏 河津 裕昭 新冠 川上 悦夫 ４５８－ ４１：５０．２２ １３７．３�

（川崎） （大井）

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３８，７２０，５００円 複勝： ４１，９２０，５００円 枠連： ３４，２６４，２００円

馬連： １６５，４９２，４００円 馬単： ９７，９３９，８００円 ワイド： ４３，４７０，５００円

３連複： １８３，８１７，０００円 ３連単： ４１１，１３１，１００円 計： １，０１６，７５６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � １８０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（８－８） １，６５０円

馬 連 �� １，６４０円 馬 単 �� ３，６１０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ３９０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� １２，４６０円

票 数

単勝票数 計 ３８７２０５ 的中 � ３９３４１（５番人気）
複勝票数 計 ４１９２０５ 的中 � ５２２７２（５番人気）� ５６４４７（３番人気）� １１４３７８（１番人気）
枠連票数 計 ３４２６４２ 的中 （８－８） １５３９６（８番人気）
馬連票数 計１６５４９２４ 的中 �� ７４７０５（８番人気）
馬単票数 計 ９７９３９８ 的中 �� ２００４７（１８番人気）
ワイド票数 計 ４３４７０５ 的中 �� １８６２４（７番人気）�� ２７５８９（４番人気）�� ４２８８２（１番人気）
３連複票数 計１８３８１７０ 的中 ��� ９７８８３（４番人気）
３連単票数 計４１１１３１１ 的中 ��� ２４３６４（４４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１２．５―１３．０―１２．５―１１．６―１１．８―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．１―３５．６―４８．６―１：０１．１―１：１２．７―１：２４．５―１：３６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．７
１
３
１１－８－９，１０（３，６）（２，４）７，１，５・（１１，６）（８，１０）（３，９，４）（２，７）（１，５）

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

勝馬の
紹 介

ミキノバンジョー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２００９．１１．１５ 京都２着

２００７．４．２５生 牡５鹿 母 ニホンピロオリーブ 母母 ニホンピロビツキー ２７戦６勝 賞金 １１１，３４４，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１７０４８ ６月２４日 曇 良 （２４福島２）第４日 第１２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０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

８１５ ドラゴンアルテマ 牡５青 ５７ 北村 宏司窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 B４８８＋ ４１：４８．１ １０．９�

４６ � サンデンマックス 牡４鹿 ５７
５４ ▲嶋田 純次山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム ４８８－ ８１：４８．３１� １２４．５�

５９ コウセイコタロウ 牡３黒鹿５４ 松岡 正海杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 ４８０＋ ６ 〃 クビ １０．６�
３４ キングジャズ 牡４栗 ５７ 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２１：４８．４クビ １．７�
１１ ブルーライジング 牡６鹿 ５７ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント作田 誠二 静内 武 牧場 ４５６－１４１：４８．６１� ９．５�
８１４ ロジサイレンス 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４６０－１０１：４８．７� ８．３�

（大井）

６１０� トーホウベスト 牡４鹿 ５７
５４ ▲西村 太一東豊物産� 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 ５０８－ ２１：４８．８� １７５．５	

４７ キングオブフェイス 牡４栗 ５７ 中舘 英二西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ５０２－ ２１：４９．０１� ９．５

７１２� ダノンアンチョ 牡５芦 ５７ 吉田 豊�ダノックス 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム ５３２＋ ４１：４９．４２� １２．５�
６１１ トーアクリスタル 牡４芦 ５７ 西田雄一郎高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５６２＋ ２１：５０．５７ １７１．９�
２３ � カイカセンゲン 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲長岡 禎仁宮内牧場 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 ４３８＋ ６ 〃 クビ ３０８．５�
３５ � ライブリユラナス 牡４鹿 ５７

５４ ▲原田 和真加藤 哲郎氏 根本 康広 新ひだか 谷口育成牧場 ５１６－１３１：５１．４５ ３７４．５�
７１３� エステーファイター 牡４芦 ５７ 柴田 大知齋藤 宏明氏 萱野 浩二 むかわ 市川牧場 ４６６＋ ５１：５３．３大差 １２２．３�
２２ スズカハイライト 牡５鹿 ５７ 五十嵐雄祐永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４５６± ０１：５３．５１ ３４０．３�
５８ デルマスサノオ 牡３栗 ５４

５１ ▲山崎 亮誠浅沼 廣幸氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ５１２－１０１：５５．７大差 ２７．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４３，９９７，４００円 複勝： ５９，５０５，９００円 枠連： ３５，７３０，４００円

馬連： １３６，５２２，７００円 馬単： ９３，８６１，７００円 ワイド： ４７，３９８，７００円

３連複： １７３，９２８，４００円 ３連単： ３８６，５５２，２００円 計： ９７７，４９７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � ２９０円 � １，９９０円 � ３００円 枠 連（４－８） １，６００円

馬 連 �� ５３，４８０円 馬 単 �� ９５，２９０円

ワ イ ド �� ９，８７０円 �� １，０４０円 �� ８，０８０円

３ 連 複 ��� ９６，７３０円 ３ 連 単 ��� ８９９，９３０円

票 数

単勝票数 計 ４３９９７４ 的中 � ３１８７８（６番人気）
複勝票数 計 ５９５０５９ 的中 � ６０７１７（２番人気）� ６５９６（９番人気）� ５６００４（４番人気）
枠連票数 計 ３５７３０４ 的中 （４－８） １６５０５（７番人気）
馬連票数 計１３６５２２７ 的中 �� １８８４（５２番人気）
馬単票数 計 ９３８６１７ 的中 �� ７２７（８６番人気）
ワイド票数 計 ４７３９８７ 的中 �� １１５５（５４番人気）�� １１７９２（１１番人気）�� １４１３（４６番人気）
３連複票数 計１７３９２８４ 的中 ��� １３２７（１２６番人気）
３連単票数 計３８６５５２２ 的中 ��� ３１７（８３６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．５―３１．１―４４．２―５７．３―１：０９．４―１：２１．５―１：３４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンアルテマ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．９．５ 新潟１０着

２００７．３．２４生 牡５青 母 テイクザレインズ 母母 クラシックダンサー ２６戦３勝 賞金 ３７，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エステーファイター号・スズカハイライト号・デルマスサノオ号は，平成２４年７月２４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） ２頭 キングダンサー号・ドラゴンヴォイス号
（非抽選馬） ３頭 マイネルガネーシャ号・ラブミーニキータ号・レッツゴーマークン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

４レース目



（２４福島２）第４日 ６月２４日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６５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

１８５，６６０，０００円
７，８６０，０００円
１，２６０，０００円
１６，４２０，０００円
５４，５７８，０００円
４，９３８，８００円
１，５８４，０００円

勝馬投票券売得金
２８２，８７６，７００円
４０３，２９０，２００円
２２７，１９７，４００円
８７４，２４４，６００円
５９０，２７７，９００円
３１４，８５３，７００円
１，０６８，２８６，９００円
２，１４２，６８１，６００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
計 ５，９０３，７０９，０００円

総入場人員 １６，１９３名 （有料入場人員 １３，７７９名）


