
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

１７０４９ ６月３０日 晴 良 （２４福島２）第５日 第１競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時１０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

１：４８．５
１：４６．６

良

良

２４ ユキノユウダン 牡２栗 ５４ 田辺 裕信馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム ４０８＋ ２１：５０．６ ７．０�

７１４ モグモグパクパク 牡２栗 ５４ 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 ４４０＋ ２１：５０．７� １２．２�
１１ グラスソニック 牡２栗 ５４ 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４４８－ ４１：５０．９１� ３．１�
７１３ ディアグリスター 牡２鹿 ５４ 北村 宏司ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 ４５４＋ ４１：５１．０� ５．７�
３５ ウインプライズ 牡２鹿 ５４ 石橋 脩�ウイン 高橋 祥泰 新冠 石田牧場 ４３２＋ ２１：５１．１� ９．８�
２３ ブリリアンシー 牡２芦 ５４ 蛯名 正義青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４６０＋ ４１：５１．３１� ５３．１	
３６ マイネルゼータ 牡２青鹿５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム ４５８＋ ４ 〃 クビ ７．８

６１１ カラダサンキュー 牡２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一子安 裕樹氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４３０＋ ２１：５１．６１� ２６３．８�
６１２ ビーチサウンド 牝２鹿 ５４ 江田 照男小野 博郷氏 牧 光二 日高 春木 昭雄 ４６６＋ ６１：５２．１３ ４３．９�
１２ ナ カ ナ カ 	２鹿 ５４ 内田 博幸中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム ４３０－ ４１：５２．２クビ ４．５
８１５ ダンスバトル 牡２鹿 ５４ 大庭 和弥 �スピードファーム 佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム ５１６－ ６１：５２．６２� ２２０．５�
４８ ウインマスカット 牡２鹿 ５４ 中谷 雄太�ウイン 田中 清隆 平取 協栄組合 ４３６＋ ８１：５２．７クビ ２６２．７�
４７ メ ン ヒ 牡２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 松本牧場 ４６８± ０１：５２．８� １６４．６�
５１０ コスモフェイト 牡２鹿 ５４ 武士沢友治岡田 繁幸氏 畠山 重則 新ひだか 乾 皆雄 ４４６＋ ４ 〃 クビ １１８．４�
５９ ムサシノファルコン 牡２栗 ５４ 田中 勝春村山 忠弘氏 根本 康広 日高 モリナガファーム ４５０－１０１：５４．４１０ ２１７．０�
８１６ バーチャルツアー 牡２栗 ５４ 田中 博康 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４７８＋ ８１：５４．５� ７６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，８３２，８００円 複勝： ３１，８７５，５００円 枠連： １６，７７８，９００円

馬連： ４２，３４４，７００円 馬単： ２８，２５０，１００円 ワイド： １９，２６５，７００円

３連複： ５９，８８６，３００円 ３連単： ９２，３２５，０００円 計： ３０６，５５９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２１０円 � ２９０円 � １５０円 枠 連（２－７） １，３４０円

馬 連 �� ３，６２０円 馬 単 �� ７，１８０円

ワ イ ド �� １，１７０円 �� ５１０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ４，４９０円 ３ 連 単 ��� ３４，５９０円

票 数

単勝票数 計 １５８３２８ 的中 � １７８３１（４番人気）
複勝票数 計 ３１８７５５ 的中 � ３９７３５（４番人気）� ２３９８７（７番人気）� ６８８４９（１番人気）
枠連票数 計 １６７７８９ 的中 （２－７） ９２８６（７番人気）
馬連票数 計 ４２３４４７ 的中 �� ８６３４（１８番人気）
馬単票数 計 ２８２５０１ 的中 �� ２９０７（３５番人気）
ワイド票数 計 １９２６５７ 的中 �� ３９１２（１９番人気）�� ９７６７（３番人気）�� ６１２５（９番人気）
３連複票数 計 ５９８８６３ 的中 ��� ９８６０（１７番人気）
３連単票数 計 ９２３２５０ 的中 ��� １９７０（１３３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．６―１３．３―１２．７―１２．５―１２．６―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．２―３４．８―４８．１―１：００．８―１：１３．３―１：２５．９―１：３８．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユキノユウダン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１２．６．１０ 東京３着

２０１０．３．１８生 牡２栗 母 クリスタルティアズ 母母 ラドンナリリー ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 キャロルツリー号

１７０５０ ６月３０日 晴 良 （２４福島２）第５日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０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 １，８００，０００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

３５ パリーナチャン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４４２＋ ２１：４８．３ ８．６�

５９ カタクリズム 牝３鹿 ５４ 石橋 脩吉田 和子氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４＋ ２ 〃 クビ ５．５�

６１０ レインボーカムカム 牝３栗 ５４ 内田 博幸飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 ４３８＋ ２１：４８．５１ ４．１�
２２ フェスティヴラン 牝３芦 ５４ 田中 勝春臼井義太郎氏 清水 英克 新冠 村本牧場 ４８８－ ２１：４９．０３ ２３．０�
７１３ デルマボサツ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４１：４９．１クビ ６．０�
１１ シークレットリボン 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義海谷 幸司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：４９．２� ４．７�
４７ アファーブル 牝３栗 ５４ 田辺 裕信飯田 政子氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４５４＋ ２１：４９．３� １４．１	
６１１ ジパングティアラ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊大野 龍氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 ４６０＋ ４１：４９．４� ３５．４

７１２ トーアラビリンス 牝３芦 ５４ 柴田 大知高山ランド� 畠山 吉宏 豊浦トーア牧場 ４３４± ０１：４９．７１� ３２．２�
４６ エクストール 牝３鹿 ５４ 中舘 英二�辻牧場 栗田 博憲 浦河 辻 牧場 ４６４± ０１：５１．２９ ８４．７
２３ トリッキーダンス 牝３鹿 ５４ 江田 照男吉田 和子氏 牧 光二 新ひだか 鳥井牧場 ５０８－ ６１：５１．３� ８．４�
８１５ アドマイヤティアラ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣近藤 利一氏 戸田 博文 浦河 岡本 昌市 ４４０ ―１：５１．４� ６７．８�
５８ セカンドペガサス 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一佐々木幸子氏 伊藤 圭三 新ひだか 漆原 哲雄 B４７２＋ ４１：５１．５� ６３．４�
３４ リバティーホール 牝３鹿 ５４ 武士沢友治吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B４５６＋ ４１：５１．６� ２５０．２�
８１４ ピンクバード 牝３鹿 ５４

５１ ▲原田 和真 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４２６＋ ４１：５２．２３� ４３５．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，０３３，９００円 複勝： ３２，２１４，４００円 枠連： １３，２３３，５００円

馬連： ４５，８１３，１００円 馬単： ２９，４１２，０００円 ワイド： ２１，４９１，７００円

３連複： ６１，３６０，４００円 ３連単： ９４，２３４，０００円 計： ３１３，７９３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２４０円 � １８０円 � １６０円 枠 連（３－５） ２，５２０円

馬 連 �� ２，７９０円 馬 単 �� ６，５１０円

ワ イ ド �� １，１２０円 �� ４６０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ３，６６０円 ３ 連 単 ��� ２８，０９０円

票 数

単勝票数 計 １６０３３９ 的中 � １４７４０（６番人気）
複勝票数 計 ３２２１４４ 的中 � ３１９２１（５番人気）� ４７２６２（３番人気）� ６１４２５（１番人気）
枠連票数 計 １３２３３５ 的中 （３－５） ３８７６（１４番人気）
馬連票数 計 ４５８１３１ 的中 �� １２１３７（１４番人気）
馬単票数 計 ２９４１２０ 的中 �� ３３３８（３１番人気）
ワイド票数 計 ２１４９１７ 的中 �� ４４４２（１８番人気）�� １２０３４（２番人気）�� ９８４１（５番人気）
３連複票数 計 ６１３６０４ 的中 ��� １２４０４（１０番人気）
３連単票数 計 ９４２３４０ 的中 ��� ２４７６（９９番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．３―１２．１―１２．９―１４．０―１２．７―１２．３―１２．６―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．３―３０．４―４３．３―５７．３―１：１０．０―１：２２．３―１：３４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．３
１
３

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

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

パリーナチャン �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 El Gran Senor デビュー ２０１１．１１．５ 東京１４着

２００９．４．２２生 牝３鹿 母 アングウィッシュ 母母 Naval Light ９戦１勝 賞金 ６，３６０，０００円
〔制裁〕 フェスティヴラン号の騎手田中勝春は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（３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 アキノマロン号

第２回 福島競馬 第５日



１７０５１ ６月３０日 晴 良 （２４福島２）第５日 第３競走 ��
��１，１５０�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

１：０６．９
１：０６．９

良

良

６１２ スノークラフト 牝３芦 ５４ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４５４－ ６１：０８．６ ６．２�

３６ � アンアミューズド 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�大樹ファーム 二ノ宮敬宇 米 Walton
Breeding ４５４－ ８１：０９．１３ ４４．３�

２３ カネトシミント 牡３黒鹿５６ 内田 博幸兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 B５０２－ ２１：０９．２� １．９�
８１５ ヒカルランナー 牡３鹿 ５６ 石神 深一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ５２４－ ２１：０９．３クビ ３１．１�
７１４ プロスペリタ 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太有限会社シルク金成 貴史 浦河 桑田牧場 ４６０ ― 〃 ハナ ９２．１�
８１６ ケイアイカーム 牡３黒鹿５６ 石橋 脩 �啓愛義肢材料販売所 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 ４５２＋２２ 〃 アタマ １４３．８	
６１１ サウススカーレット 牝３芦 ５４ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ４７６＋ ６ 〃 クビ １４．８

４７ グ レ ン 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信西森 鶴氏 中川 公成 日高 宝寄山 忠則 B４９０＋ ２１：０９．６１� １２．７�
５１０ トートモデルニスモ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎苅部康太郎氏 佐藤 全弘 新ひだか 原口牧場 B４６２－ ７１：０９．９１� ４０１．２�
５９ ダークシーカー 牡３栗 ５６ 吉田 豊日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ５２０ ― 〃 クビ ９．８
７１３ プレミアムゴールド 牡３栗 ５６ 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４６８－ ４１：１０．３２� ５．２�
３５ イデアシュリュー 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一益田 修一氏 中野 栄治 浦河 馬道 繁樹 ４１０－ ５１：１０．６２ ２４８．３�
１１ アイムファイン 牡３栗 ５６ 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 ４７２＋１４１：１１．０２� １７５．８�
１２ ワイルドベガ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海三浦 一泰氏 松山 将樹 新冠 武田牧場 ４６０＋ ２１：１２．２７ １４８．６�
４８ ト カ イ ア ス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５２４ ―１：１２．４１� ５０．５�
２４ ポジティブホース 牡３鹿 ５６

５３ ▲原田 和真�中山牧場 鈴木 伸尋 浦河 中山牧場 ４７８ ―１：１４．７大差 ４８８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０７５，６００円 複勝： ３７，６７７，１００円 枠連： １４，０８６，２００円

馬連： ４８，７１５，７００円 馬単： ３５，１２７，５００円 ワイド： ２３，４６８，３００円

３連複： ６０，１０４，９００円 ３連単： １０６，４２７，９００円 計： ３４６，６８３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １７０円 � ４９０円 � １２０円 枠 連（３－６） ３，６４０円

馬 連 �� ６，９６０円 馬 単 �� １２，６１０円

ワ イ ド �� １，５５０円 �� ３００円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ３，６７０円 ３ 連 単 ��� ３６，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２１０７５６ 的中 � ２７２１９（３番人気）
複勝票数 計 ３７６７７１ 的中 � ５４４３６（３番人気）� １２６１１（８番人気）� １２４８９９（１番人気）
枠連票数 計 １４０８６２ 的中 （３－６） ２８６２（１２番人気）
馬連票数 計 ４８７１５７ 的中 �� ５１７０（１８番人気）
馬単票数 計 ３５１２７５ 的中 �� ２０５７（３４番人気）
ワイド票数 計 ２３４６８３ 的中 �� ３４０５（１８番人気）�� ２２３８１（２番人気）�� ５６７７（１０番人気）
３連複票数 計 ６０１０４９ 的中 ��� １２１１５（１１番人気）
３連単票数 計１０６４２７９ 的中 ��� ２１３４（１０７番人気）

ハロンタイム ９．５―１０．９―１１．３―１２．０―１２．４―１２．５

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．４―３１．７―４３．７―５６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スノークラフト �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．１０．２９ 東京３着

２００９．４．１２生 牝３芦 母 スノースタイル 母母 シャルムダンサー ９戦１勝 賞金 ８，９００，０００円
〔発走状況〕 トカイアス号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポジティブホース号は，平成２４年７月３１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 フロイントシャフト号

１７０５２ ６月３０日 晴 良 （２４福島２）第５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

６１０ キングスバーン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘林 正道氏 的場 均 浦河 酒井牧場 ５００＋１２１：４７．４ １１．６�

２３ コスモメルハバ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 ４９４＋ ２１：４７．６１� ４．２�
２２ フレンドワン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 ４５６－ ４１：４８．３４ １３．９�
１１ ヤマノトライ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣澤村 敏雄氏 阿部 新生 日高 日高大洋牧場 ４９６－ ６ 〃 ハナ ７．２�
７１３ ジ ル ニ ト ラ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司村木 隆氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７６－ ２ 〃 アタマ ３．９�
５９ ウォーターフォード 牡３栗 ５６ 江田 照男魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新ひだか 服部 牧場 ４８６＋ ２１：４８．５� １４．８�
６１１ キネオスパーク 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信ジャパンフードビジネス	 高木 登 日高 新井 昭二 ４９４－ ２１：４９．２４ ４．０

３４ グリーンパキラ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義	サトー 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B５１０＋ ２１：４９．４１� ９．８�
４７ ビロードボイス 牡３芦 ５６ 中谷 雄太松田 整二氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 ４８２－ ４１：４９．９３ １９３．３�
３５ アルドグリーン �３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次斎藤 光政氏 相沢 郁 浦河トラストスリーファーム ４３６－ ４１：５０．０クビ ６２．２
７１２ デンコウチャーム 牡３栗 ５６ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 磯野牧場 ４９６－１０ 〃 アタマ １６７．６�
８１４ ワンダージェニアル 牡３鹿 ５６ 石橋 脩山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ５１０＋ ６１：５０．７４ １４３．３�
４６ スピードリバイバル 牡３栗 ５６

５３ ▲山崎 亮誠小林 英一氏 杉浦 宏昭 日高 出口牧場 ４７８－ ４１：５０．８� ４２４．６�
８１５ マヤノフォルゴーレ 牡３芦 ５６ 吉田 豊田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 ４７６－１２１：５１．１１� １７２．０�
５８ ベルウッドテンプウ 牡３栗 ５６ 二本柳 壮鈴木 照雄氏 中川 公成 浦河 笹島 政信 ５１８－１０ 〃 ハナ ２９７．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，３７２，７００円 複勝： ３２，１４８，５００円 枠連： １４，９３３，４００円

馬連： ４４，７０３，９００円 馬単： ２９，８３６，７００円 ワイド： ２０，９９７，７００円

３連複： ５７，４７２，３００円 ３連単： ９５，０６１，３００円 計： ３１３，５２６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ４４０円 � １８０円 � ３４０円 枠 連（２－６） ４７０円

馬 連 �� ２，６４０円 馬 単 �� ６，５９０円

ワ イ ド �� １，１７０円 �� ２，６３０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １０，０３０円 ３ 連 単 ��� ６１，６００円

票 数

単勝票数 計 １８３７２７ 的中 � １２５５４（６番人気）
複勝票数 計 ３２１４８５ 的中 � １６４９６（８番人気）� ５９２７７（１番人気）� ２２９１６（５番人気）
枠連票数 計 １４９３３４ 的中 （２－６） ２３６８７（１番人気）
馬連票数 計 ４４７０３９ 的中 �� １２５２３（１１番人気）
馬単票数 計 ２９８３６７ 的中 �� ３３４５（３２番人気）
ワイド票数 計 ２０９９７７ 的中 �� ４４０７（１８番人気）�� １８９４（２８番人気）�� ７３７９（７番人気）
３連複票数 計 ５７４７２３ 的中 ��� ４２３０（３７番人気）
３連単票数 計 ９５０６１３ 的中 ��� １１３９（２０８番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．７―１２．４―１２．８―１２．７―１２．３―１２．８―１２．９―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．９―３１．３―４４．１―５６．８―１：０９．１―１：２１．９―１：３４．８

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

キングスバーン �
�
父 アルカセット �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー ２０１１．８．２０ 新潟６着

２００９．４．２５生 牡３鹿 母 デ ィ ア ン 母母 ミルフィーユ ７戦１勝 賞金 ７，２００，０００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 ヨシールストーム号・リブストロング号



１７０５３ ６月３０日 晴 良 （２４福島２）第５日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時３０分 （芝・右）

牝，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

７１１ リアリティー 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４５０ ―１：１０．３ ９．４�

７１０ コスモスターター 牝２栗 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム ４００ ―１：１０．５１� ２１．９�
６９ タイセイゼニス 牝２黒鹿５４ 松岡 正海田中 成奉氏 武藤 善則 日高 藤本ファーム ４５０ ―１：１０．６� ４．８�
６８ ファンアットコート 牝２鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム ４４８ ― 〃 クビ ８．７�
４５ アイディンビュー 牝２鹿 ５４ 内田 博幸米井 勝氏 伊藤 伸一 新ひだか 三木田牧場 ４４４ ―１：１０．８１ ４．４�
５６ クリノタカラチャン 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲原田 和真栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 ４１２ ―１：１０．９� ５．９�
３３ トーセンデイゴ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治島川 	哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４１０ ―１：１１．２１� １５４．４

４４ レモンチャン 牝２栗 ５４ 中舘 英二ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム ４４０ ―１：１１．４１� ３．７�
８１２ マリーズミイ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４３２ ―１：１１．７２ １４７．３�
２２ ウインノーヴァ 牝２青鹿５４ 中谷 雄太ウイン 高橋 祥泰 浦河 上山牧場 ４１８ ― 〃 ハナ ５５．８�
８１３ コフユチェリー 牝２青鹿５４ 田中 勝春チエリー商事� 嶋田 功 新ひだか 嶋田牧場 ４４８ ― 〃 クビ ２４．７�
５７ シャーベットカラー 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次植木 茂年氏 水野 貴広 平取 コアレススタッド ４３４ ―１：１２．９７ ４１．３�
１１ クレバーパルマ 牝２栗 ５４ 田辺 裕信田� 正明氏 根本 康広 新ひだか 橋本牧場 ４２８ ―１：１３．４３ ５１．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，４３４，４００円 複勝： ２９，５１２，８００円 枠連： １６，０１９，２００円

馬連： ４２，５９９，９００円 馬単： ３０，１９７，６００円 ワイド： １９，２７１，６００円

３連複： ５４，６４５，３００円 ３連単： ８８，８８９，２００円 計： ３００，５７０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ２９０円 � ４１０円 � １９０円 枠 連（７－７） ６，６１０円

馬 連 �� ６，１２０円 馬 単 �� １１，２８０円

ワ イ ド �� １，４１０円 �� ８２０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� ８，５７０円 ３ 連 単 ��� ６４，９６０円

票 数

単勝票数 計 １９４３４４ 的中 � １６４２６（６番人気）
複勝票数 計 ２９５１２８ 的中 � ２５５５０（６番人気）� １６５７７（７番人気）� ４８６５２（３番人気）
枠連票数 計 １６０１９２ 的中 （７－７） １７８９（１６番人気）
馬連票数 計 ４２５９９９ 的中 �� ５１４３（２４番人気）
馬単票数 計 ３０１９７６ 的中 �� １９７７（４１番人気）
ワイド票数 計 １９２７１６ 的中 �� ３３１９（１８番人気）�� ５９４３（１１番人気）�� ３１９８（１９番人気）
３連複票数 計 ５４６４５３ 的中 ��� ４７１１（３２番人気）
３連単票数 計 ８８８８９２ 的中 ��� １０１０（２１６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．４―１１．５―１１．６―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．６―３５．１―４６．７―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リアリティー �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 サクラローレル 初出走

２０１０．４．２６生 牝２鹿 母 アドマイヤセレッソ 母母 スターアドマイヤ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

１７０５４ ６月３０日 晴 良 （２４福島２）第５日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

３５ � スピリテッドエアー 牝３青 ５４ 江田 照男岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛
Breeding Capital
PLC & Swetten-
ham Stud

４８０－１０１：４８．８ １４．８�

２３ トーセンオーラ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド ４３８＋ ８１：４９．０１� １４．８�
６１２ ダンシングハバナ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ８１：４９．１クビ ７．１�
２４ エアロケット 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４８＋ ４１：４９．３１ ２．１�
１２ シルキーマーチ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣有限会社シルク星野 忍 新冠 須崎牧場 ４３４－ ４１：４９．５１� ６．５�
８１６ サニーサイレンス 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム B４５６＋ ２１：４９．７１� ６９．５	
７１３ マイネルクリフ 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 森 牧場 ４８２＋ ６１：４９．８� ５．４

５９ ベルウッドブレット 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮鈴木 照雄氏 武市 康男 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４６２－ ４１：５０．０１� ２８６．６�
５１０ キョウエイラフィネ 牝３鹿 ５４ 酒井 学田中 晴夫氏 藤原 辰雄 日高 春木 昭雄 ４３６－ ８１：５０．２１� １７５．１�
１１ ウインクルチャチャ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二塚本 能交氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 ４８４＋ ８１：５０．５１	 １６．０
７１４ サーストンモンタナ 牡３青鹿５６ 吉田 豊齊藤 宣勝氏 大久保洋吉 新冠 ラツキー牧場 B４２２－ ２１：５０．６	 ３０４．６�
８１５ カフェボリンジャー 牡３青鹿５６ 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４９０＋ ８ 〃 クビ １２６．７�
４７ マイネルシュハリ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム ５０８－ ２１：５０．７� ２５．０�
６１１ マイネルレイメイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４７０ ― 〃 クビ １８４．３�

３６ セルリアンヒコボシ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春�イクタ 天間 昭一 池田 高橋 正三 ５４４＋ ６１：５１．６５ １９８．８�
４８ スリーストロング 牡３青鹿５６ 横山 義行永井商事� 田中 剛 浦河 桑田フアーム ４９２＋ ４１：５１．８１� ５５９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，６１５，２００円 複勝： ４２，８２２，９００円 枠連： １６，５３６，０００円

馬連： ５３，３８３，４００円 馬単： ３５，２３９，３００円 ワイド： ２４，７９８，７００円

３連複： ６７，１００，０００円 ３連単： １１４，８６３，５００円 計： ３７９，３５９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４８０円 複 勝 � ３５０円 � ２９０円 � ２３０円 枠 連（２－３） １，２３０円

馬 連 �� ６，３５０円 馬 単 �� １４，５７０円

ワ イ ド �� １，８５０円 �� １，３２０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� １６，２９０円 ３ 連 単 ��� １０７，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２４６１５２ 的中 � １３１２６（６番人気）
複勝票数 計 ４２８２２９ 的中 � ３０３４３（６番人気）� ３８２８５（５番人気）� ５４４９４（４番人気）
枠連票数 計 １６５３６０ 的中 （２－３） ９９９１（５番人気）
馬連票数 計 ５３３８３４ 的中 �� ６２１３（２２番人気）
馬単票数 計 ３５２３９３ 的中 �� １７８６（４７番人気）
ワイド票数 計 ２４７９８７ 的中 �� ３２５４（２１番人気）�� ４６３３（１９番人気）�� ５４３７（１６番人気）
３連複票数 計 ６７１０００ 的中 ��� ３０４０（４５番人気）
３連単票数 計１１４８６３５ 的中 ��� ７９０（２７７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３５．８―４８．２―１：００．５―１：１２．６―１：２４．６―１：３６．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スピリテッドエアー �
�
父 Danehill Dancer �

�
母父 Sunday Silence デビュー ２０１２．３．１０ 中京４着

２００９．４．３０生 牝３青 母 Silent Heir 母母 Park Heiress ５戦１勝 賞金 ５，８５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
※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 コスモヒール号
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１７０５５ ６月３０日 晴 良 （２４福島２）第５日 第７競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０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

１１ ツクババンドーオー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 ４８６－ ２１：４６．７ ６．６�

３５ タイセイローマン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 ４８４－１０１：４６．８� ６．１�
３４ 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± ０１：４７．５４ ２１．７�
２３ コスモガラサ 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 日高 加藤牧場 B４４８＋１２ 〃 クビ ３９．６�
４７ マックスロノ 牡３栗 ５６ 田中 勝春田所 英子氏 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 ４８２－ ４１：４８．０３ １１．７�
７１３ ベルウッドハピネス 牡３鹿 ５６ 江田 照男鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 岡田スタツド B４６２－ ２１：４８．１� ６８．４�
５９ キングユウヤ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信藤沼 利夫氏 松山 将樹 新ひだか 金 宏二 ５２４＋ ６１：４８．５２� １７６．２	
５８ アサクサマンサク 牡３栗 ５６ 北村 宏司田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：４８．６� １．５

６１０ ベンレイダー �３栗 ５６ 吉田 豊�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４８４＋１４１：４８．８１ ２６７．８�
７１２ カーステンボッシュ �３栗 ５６ 田中 博康吉田 和美氏 木村 哲也 洞爺湖 メジロ牧場 ４５８－ ２１：４９．２２� ７９．５�
８１４ パ イ ク ー ヤ 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行西森 鶴氏 的場 均 新冠 隆栄牧場 B４８０＋ ４１：４９．４１	 ５７２．５
６１１ マークユアセルフ 牡３青 ５６ 横山 典弘大谷 正嗣氏 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 ４８６－ ４１：４９．６１	 １３．１�
４６ カシノグリーディ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 ５０２± ０１：４９．９１� ７８５．１�
８１５ ディオニソス 牡３鹿 ５６

５３ ▲山崎 亮誠日下部勝�氏 土田 稔 安平 ノーザンファーム ４９６－ ４１：５０．７５ １２５．９�
２２ デザインフューチャ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次広尾レース� 国枝 栄 日高 長谷川牧場 ５３０＋ ４１：５２．２９ ４１４．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，８９５，３００円 複勝： ７１，６７６，９００円 枠連： １５，８７７，９００円

馬連： ５３，５７２，８００円 馬単： ４１，３１４，０００円 ワイド： ２５，６０５，０００円

３連複： ６６，３６８，９００円 ３連単： １３４，４８８，０００円 計： ４３６，７９８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ３００円 � ３２０円 � ６８０円 枠 連（１－３） １，２１０円

馬 連 �� ２，０５０円 馬 単 �� ４，４９０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� １，３００円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ７，８９０円 ３ 連 単 ��� ３５，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２７８９５３ 的中 � ３３３２１（３番人気）
複勝票数 計 ７１６７６９ 的中 � ６８３１９（２番人気）� ６２６１８（３番人気）� ２４８６３（６番人気）
枠連票数 計 １５８７７９ 的中 （１－３） ９７５９（５番人気）
馬連票数 計 ５３５７２８ 的中 �� １９３６１（６番人気）
馬単票数 計 ４１３１４０ 的中 �� ６７９７（１３番人気）
ワイド票数 計 ２５６０５０ 的中 �� １０５１２（５番人気）�� ４７４７（１４番人気）�� ５３５７（１３番人気）
３連複票数 計 ６６３６８９ 的中 ��� ６２１３（２５番人気）
３連単票数 計１３４４８８０ 的中 ��� ２７６６（９８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．４―３０．２―４２．９―５５．８―１：０８．２―１：２１．０―１：３４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．５
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ツクババンドーオー �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー ２０１１．１０．２ 中山８着

２００９．２．１４生 牡３鹿 母 トゥルービューティ 母母 イマジネーション ５戦１勝 賞金 ７，８９０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デザインフューチャ号は，平成２４年８月３１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。
（非抽選馬） ２頭 ウエスタンフォルテ号・マイネルソウル号

１７０５６ ６月３０日 晴 良 （２４福島２）第５日 第８競走 ��３，３８０�
ふくしま

福島ジャンプステークス
発走１４時００分 （ 芝 ）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，J・GⅠ競走１着馬５�増，J・
GⅡ競走１着馬３�増，J・GⅢ競走１着馬１�増，収得賞金４００万円以下の馬１�減

賞 品
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード３：４４．６良

６９ � ロックバルーン 牡７栗 ５９ 横山 義行 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Lynch
Bages Ltd ４８６± ０３：４５．７ ２．７�

４６ シゲルタック 牡８鹿 ５９ 中村 将之森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４９０－ ６３：４５．９１� ４．４�
５７ � モ ル エ ラ ン �７青鹿５９ 草野 太郎 �ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 ４７０－１２３：４６．１１� ８．８�
６１０ バ シ ケ ー ン 牡７栗 ６５ 蓑島 靖典石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４６－ ２３：４７．６９ ５８．５�
４５ � ボンジュールヒカリ 牡５栗 ５９ 高野 和馬田中善次郎氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 ５０６－ ６３：４７．９２ １７１．７�
３３ ジャストルーラー 牡６鹿 ６０ 柴田 大知吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９２± ０３：４８．３２	 １１．９	
３４ ユウターチェイサー 牡４栗 ５９ 植野 貴也北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 ４６４＋１２３：５０．５大差 ２８．７

８１３ トキノナスティア 牝６黒鹿５８ 浜野谷憲尚田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５８－ ８３：５１．２４ ２４．１�
８１４ アイティゴールド 牡４黒鹿５９ 五十嵐雄祐一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６８－ ２３：５１．３
 ８７．４�
７１２ シャイニーブラック �５黒鹿６０ 白浜 雄造小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４５２－２６４：０２．９大差 １０．５
１１ クランエンブレム 牡８鹿 ６１ 山本 康志 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ４ （競走中止） ５．１�
５８ イージーウイン 牡５鹿 ５９ 石神 深一田島榮二郎氏 嶋田 功 新ひだか 畠山牧場 B４５４＋ ２ （競走中止） ７３．１�
７１１ ニシノラブキング 牡６栗 ５９ 林 満明西山 茂行氏 浅見 秀一 鵡川 西山牧場 ４７８－ ６ （競走中止） ６５．２�
２２ トレジャーハント 牡６栗 ５９ 北沢 伸也 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５２４＋１０ （競走中止） ３３．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，２６５，４００円 複勝： ３５，６６４，５００円 枠連： １７，６３９，４００円

馬連： ６０，４３６，３００円 馬単： ３８，４７９，６００円 ワイド： ２４，３３２，２００円

３連複： ８０，８７９，４００円 ３連単： １３４，０９９，１００円 計： ４１４，７９５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ２５０円 枠 連（４－６） ７７０円

馬 連 �� ６８０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ５９０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １，９５０円 ３ 連 単 ��� ７，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２３２６５４ 的中 � ６８３７４（１番人気）
複勝票数 計 ３５６６４５ 的中 � ９２２１５（１番人気）� ５５１４１（３番人気）� ２８７９３（５番人気）
枠連票数 計 １７６３９４ 的中 （４－６） １６９７２（２番人気）
馬連票数 計 ６０４３６３ 的中 �� ６５５９９（１番人気）
馬単票数 計 ３８４７９６ 的中 �� １９３４７（１番人気）
ワイド票数 計 ２４３３２２ 的中 �� ２２３７７（１番人気）�� ９６８７（４番人気）�� ９２９３（５番人気）
３連複票数 計 ８０８７９４ 的中 ��� ３０６９０（２番人気）
３連単票数 計１３４０９９１ 的中 ��� １３６７９（７番人気）

上り １マイル １：４８．６ ４F ５３．６－３F ４０．６
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ロックバルーン �
�
父 Rock of Gibraltar �

�
母父 Woodman デビュー ２００８．７．１９ 新潟１着

２００５．３．２１生 牡７栗 母 Al Saqiya 母母 Augusta Springs 障害：５戦２勝 賞金 ２８，６９４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔競走中止〕 トレジャーハント号は，３号障害〔バンケット〕で転倒したため競走中止。

ニシノラブキング号は，７号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
イージーウイン号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため２周目２コーナーで競走中止。
クランエンブレム号は，競走中に疾病〔両前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 ゴールデンガッツ号・ハクサン号・ヒラボクロイヤル号・レンディル号



１７０５７ ６月３０日 晴 良 （２４福島２）第５日 第９競走 ��
��１，７００�

さ ん り く

三 陸 特 別
発走１４時３５分 （ダート・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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

８１５ ルシャンベルタン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４８２± ０１：４６．２ ７．１�

２２ ツクバコガネオー �４栗 ５７ 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５１０－ ６１：４６．４１� ４．７�
８１４	 ホークウォリアー 牡４鹿 ５７ 内田 博幸林 正道氏 堀 宣行 米 Destiny Oaks ５１６－１０ 〃 ハナ １１．２�
６１０ ドラゴンヴォイス 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４４４＋ ６１：４６．６１� ４．５�
７１３ レッツゴーマークン 牡４栗 ５７ 武士沢友治魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ナカノファーム B４３８± ０１：４６．７
 ３１．７�
３４ キングダンサー 牝４鹿 ５５ 中舘 英二菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 哲夫 ４７６＋ ２１：４７．２３ ８７．４�
４７ � アイアンブロー 牡４芦 ５７ 田中 勝春平口 信行氏 高柳 瑞樹 浦河 田中スタッド ４８０－ ５１：４７．５１� ３２．３�
５８ プリティーマッハ 牡４芦 ５７ 西田雄一郎越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 ４５２＋ ６ 〃 クビ １７５．５	
２３ ラブミーニキータ 牝４芦 ５５ 江田 照男小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ５１０－１０ 〃 アタマ １９６．０

１１ リ ズ モ ア 牝５鹿 ５５ 柴田 大知 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４３４－ ２１：４７．６クビ １２４．８�
５９ ウィズインカチドキ 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥内藤 耕造氏 成島 英春 新ひだか 原口フアーム ４６０＋ ４１：４７．９１� ３２７．５
６１１	 レッドグルーヴァー 牡３芦 ５４ 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Edition Farm ４７０＋ ４１：４８．１１
 ２．３�
４６ ナムラエメラルド 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４６６＋ ４１：４８．５２
 ３２．５�
７１２ マイネルガネーシャ 牡４栗 ５７ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 ４９４－ ６１：４８．９２
 ７７．７�
３５ スーパーボルト 牡３栗 ５４ 石橋 脩浜野順之助氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 B５１８－ ２１：５０．６大差 １４２．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３５，７３４，７００円 複勝： ５１，７２９，３００円 枠連： ２８，９６３，７００円

馬連： ８９，４６０，０００円 馬単： ５６，１２１，２００円 ワイド： ３３，２３３，６００円

３連複： １０４，６１０，６００円 ３連単： １９５，０００，８００円 計： ５９４，８５３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２１０円 � ２００円 � ３１０円 枠 連（２－８） ９６０円

馬 連 �� １，６１０円 馬 単 �� ３，９２０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� ８４０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ４，４２０円 ３ 連 単 ��� ２７，３５０円

票 数

単勝票数 計 ３５７３４７ 的中 � ４０１９４（４番人気）
複勝票数 計 ５１７２９３ 的中 � ７０４４９（４番人気）� ７６４５５（３番人気）� ３８６９６（５番人気）
枠連票数 計 ２８９６３７ 的中 （２－８） ２２２７０（４番人気）
馬連票数 計 ８９４６００ 的中 �� ４１１５３（７番人気）
馬単票数 計 ５６１２１２ 的中 �� １０５６７（１４番人気）
ワイド票数 計 ３３２３３６ 的中 �� １２６９２（６番人気）�� ９７８６（９番人気）�� ７０３８（１１番人気）
３連複票数 計１０４６１０６ 的中 ��� １７４８３（１２番人気）
３連単票数 計１９５０００８ 的中 ��� ５２６３（８４番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．４―１１．９―１２．７―１２．９―１２．３―１２．２―１２．８―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．３―３０．２―４２．９―５５．８―１：０８．１―１：２０．３―１：３３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３８．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ルシャンベルタン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．８．８ 新潟１５着

２００８．２．１生 牡４鹿 母 レディベローナ 母母 シンコウラブリイ １８戦３勝 賞金 ３６，７７４，０００円
〔発走状況〕 スーパーボルト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スーパーボルト号は，平成２４年７月１日から平成２４年７月３０日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エバーオンワード号
（非抽選馬） ４頭 サイモンロード号・ドルモン号・バーチャルトラック号・リンクルリッジ号

１７０５８ ６月３０日 晴 良 （２４福島２）第５日 第１０競走 ��
��１，２００�

し ら か わ

白 河 特 別
発走１５時１０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 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５８ コンサートレディ 牝３鹿 ５２ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 ４６２＋ ６１：０９．０ ３．８�

４６ レオパステル 牝５鹿 ５５ 横山 典弘田中 博之氏 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 ４４２＋ ２１：０９．５３ ２．８�
３３ � タニマサホーク 牡５鹿 ５７ 石橋 脩谷 研司氏 栗田 博憲 新ひだか 多田 正弘 ５０６－ ２ 〃 ハナ ２３．８�
７１１ テイエムカルメン 牝６鹿 ５５ 柴田 善臣竹園 正繼氏 新川 恵 日高 日高大洋牧場 ４８２－ ８ 〃 ハナ １３．１�
８１３ オメガブルーライン 牝５芦 ５５ 蛯名 正義原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３２－ ４ 〃 アタマ １０．９�
６１０ ニジブルーム 牡４芦 ５７ 柴田 大知横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８８－ ２１：０９．７１	 ６３．７�
７１２� エ ク レ ウ ス 牡７黒鹿５７ 西田雄一郎栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８４－１２ 〃 クビ １００．３�
６９ アンフィルージュ 牝５栗 ５５ 北村 宏司 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 ４８６＋１２ 〃 アタマ ２１．５

２２ ライステラス 牝４芦 ５５ 内田 博幸 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４６８－ ４ 〃 ハナ ６．５�
４５ マ ヤ ノ マ ヤ 牝６鹿 ５５ 田中 勝春田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４８２－ ６ 〃 ハナ ２０．２
８１４
 ゲ ン テ ン 牡３黒鹿５４ 松岡 正海林 正道氏 矢作 芳人 米 Carol Ham-

mersmith ４９０＋ ２１：１０．１２� ７．２�
３４ キルシュバウム 牝５栗 ５５ 江田 照男ディアレスト 加藤 和宏 平取 びらとり牧場 ４３０－ ２ 〃 ハナ １８０．７�
５７ � トレノソルーテ �６鹿 ５７ 大庭 和弥戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５２２＋ ４１：１０．３１	 ２０６．３�
１１ � スマートスパークル 牡６栗 ５７ 中谷 雄太栗本 博晴氏 高市 圭二 静内 グランド牧場 ４９６± ０１：１２．６大差 ２８２．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３４，５９８，９００円 複勝： ５６，９３１，８００円 枠連： ２９，１８４，３００円

馬連： １１５，４９３，９００円 馬単： ６５，３３０，３００円 ワイド： ３８，９７８，２００円

３連複： １３４，４８２，８００円 ３連単： ２４３，６３９，４００円 計： ７１８，６３９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � ３３０円 枠 連（４－５） ５５０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド �� ２６０円 �� １，１７０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ２，８２０円 ３ 連 単 ��� １０，１００円

票 数

単勝票数 計 ３４５９８９ 的中 � ７２０３３（２番人気）
複勝票数 計 ５６９３１８ 的中 � １０７５８７（２番人気）� １４３６３２（１番人気）� ３１４５６（７番人気）
枠連票数 計 ２９１８４３ 的中 （４－５） ３９２４３（２番人気）
馬連票数 計１１５４９３９ 的中 �� １５１５３１（１番人気）
馬単票数 計 ６５３３０３ 的中 �� ４３９１７（１番人気）
ワイド票数 計 ３８９７８２ 的中 �� ４３５３２（１番人気）�� ７４１３（１８番人気）�� １０１４０（１１番人気）
３連複票数 計１３４４８２８ 的中 ��� ３５２１６（７番人気）
３連単票数 計２４３６３９４ 的中 ��� １７８０４（１５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．０―１１．２―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．２―４５．４―５７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３４．８
３ １１（８，１２）（１，２，３）（１３，１４）（６，９，１０）（４，５）－７ ４ ・（１１，８）１２（２，３，１３）（６，１４）（９，１０）５（１，４）７

勝馬の
紹 介

コンサートレディ �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２０１１．１１．５ 東京７着

２００９．４．２３生 牝３鹿 母 ホクトガーランド 母母 ミステリアスダンサー ７戦３勝 賞金 ２７，８０８，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートスパークル号は，平成２４年７月３１日まで平地競走に出走できない。



１７０５９ ６月３０日 晴 良 （２４福島２）第５日 第１１競走 ��
��１，２００�テレビユー福島賞

発走１５時４５分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５４�４歳以
上５７�，牝馬２�減

テレビユー福島賞（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 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

５１０ ジュエルオブナイル 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４２－ ８１：０８．９ ５．２�

３６ ニシノステディー 牝４栗 ５５ 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４７４＋ ２１：０９．０� ４２．４�
１１ ミ ト ラ �４黒鹿５７ 横山 典弘吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４９４－ ６ 〃 ハナ １．９�
８１５ ダンスファンタジア 牝４鹿 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７０＋１６ 〃 クビ ６．２�
８１６ リ ュ ン ヌ 牝５鹿 ５５ 松岡 正海吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４９０＋ ４１：０９．１クビ １７．５�
４７ ボストンエンペラー 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６２± ０１：０９．２� ５．１	
５９ ゲットフルマークス �６鹿 ５７ 武士沢友治�ジェイアール 戸田 博文 浦河 梅田牧場 ４８４＋１０ 〃 クビ １０８．４

６１１ トーホウカイザー 牡７黒鹿５７ 石橋 脩東豊物産� 高橋 裕 門別 長谷川 一男 ４９４＋ ２１：０９．３� ８３．６�
４８ グローリールピナス 牝６栃栗５５ 横山 義行大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７２＋ ８１：０９．４� １０３．６�
６１２ ビラゴーティアラ 牝５鹿 ５５ 江田 照男三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 ４３６＋ ６１：０９．５	 １５５．２
１２ トウショウフォアゴ 牡５黒鹿５７ 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 ４８６＋ ６１：０９．７１� ５６．４�
７１４ ウインバンディエラ 牡６栗 ５７ 大庭 和弥�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４７４＋ ４１：０９．８クビ ６０．８�
２３ 
 アスターエンペラー 牡６鹿 ５７ 嶋田 純次加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B５１０－ ８１：０９．９	 ２０１．０�
３５ シルクデイブレイク 牡５鹿 ５７ 嘉藤 貴行有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４８６－ ６ 〃 クビ ４１６．１�
７１３ ティファニーケイス 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎�辻牧場 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 ４８４＋ ４１：１０．０クビ ６５．９�
２４ チャンピオンラブ 牡６青鹿５７ 田中 博康坪野谷純子氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４９６＋１８１：１０．３２ １３３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６９，００６，１００円 複勝： １００，９０５，３００円 枠連： ５６，７７１，３００円

馬連： ２７２，４３０，２００円 馬単： １６３，８８７，３００円 ワイド： ８５，１１４，８００円

３連複： ３１４，９４１，７００円 ３連単： ６７６，９４２，６００円 計： １，７３９，９９９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １５０円 � ７２０円 � １３０円 枠 連（３－５） ６，３００円

馬 連 �� ８，４５０円 馬 単 �� １４，１６０円

ワ イ ド �� ２，０２０円 �� ２７０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ５，６４０円 ３ 連 単 ��� ６０，０８０円

票 数

単勝票数 計 ６９００６１ 的中 � １０６０４７（３番人気）
複勝票数 計１００９０５３ 的中 � １９４８３７（２番人気）� ２２５９２（８番人気）� ２６８０７７（１番人気）
枠連票数 計 ５６７７１３ 的中 （３－５） ６６５２（２０番人気）
馬連票数 計２７２４３０２ 的中 �� ２３７９６（２１番人気）
馬単票数 計１６３８８７３ 的中 �� ８５４７（３４番人気）
ワイド票数 計 ８５１１４８ 的中 �� ９３３７（２１番人気）�� ９２９０１（２番人気）�� １３９８９（１２番人気）
３連複票数 計３１４９４１７ 的中 ��� ４１２１４（１１番人気）
３連単票数 計６７６９４２６ 的中 ��� ８３１６（１５６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１０．８―１１．４―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３３．５―４４．９―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュエルオブナイル �
�
父 デュランダル �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２００９．８．１ 小倉２着

２００７．１．２５生 牝５鹿 母 レディオブチャド 母母 Sahara Breeze ２２戦４勝 賞金 １０６，０２６，０００円
※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） ７頭 キヲウエタオトコ号・ダノンフェアリー号・テイエムオオタカ号・ハクサンムーン号・ラルティスタ号・

レイクエルフ号・ロードバロック号

１７０６０ ６月３０日 晴 良 （２４福島２）第５日 第１２競走 ��２，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５３�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

２：３７．４
２：３７．４

良

良

７７ スカイディグニティ 牡３鹿 ５３ 内田 博幸�G１レーシング 友道 康夫 新冠 大栄牧場 ４７８－ ４２：４５．９ ２．８�

５５ バンダムラディウス 牡４栃栗５７ 北村 宏司山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４６０－ ２２：４６．３２� １．９�
２２ � リッカタキシード 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 ４４８－ ８２：４６．６２ ４．３�
４４ � キャニオンシンザン 牡４栗 ５７

５４ ▲原田 和真谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ４９８＋ ２２：４７．１３ １１９．０�
１１ ク リ ア キ ー 牝５鹿 ５５ 江田 照男 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４４０－ ６２：４７．２� １３．２�
３３ � コーイヌール �４鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム B４６２－ ２２：４７．４１ ３３．５	
６６ � アートオブクウィル 牝４青鹿５５ 松岡 正海小山 豊氏 高橋 文雅 新ひだか 岡田牧場 ４２０－２７２：４８．６７ ５２．９


（７頭）

売 得 金

単勝： ４３，４２８，３００円 複勝： ３７，９７０，６００円 枠連： 発売なし

馬連： ６６，３６３，５００円 馬単： ６４，６８０，８００円 ワイド： ２５，６４３，２００円

３連複： ８０，９８０，５００円 ３連単： ３２１，３７７，１００円 計： ６４０，４４４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ２６０円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド �� １３０円 �� １７０円 �� １３０円

３ 連 複 ��� ２１０円 ３ 連 単 ��� １，０２０円

票 数

単勝票数 計 ４３４２８３ 的中 � １２５９７４（２番人気）
複勝票数 計 ３７９７０６ 的中 � ９７１１８（２番人気）� １３９１２３（１番人気）
馬連票数 計 ６６３６３５ 的中 �� １９２９１８（１番人気）
馬単票数 計 ６４６８０８ 的中 �� ９４７８７（２番人気）
ワイド票数 計 ２５６４３２ 的中 �� ５６３５４（１番人気）�� ３２２２２（３番人気）�� ５１４８２（２番人気）
３連複票数 計 ８０９８０５ 的中 ��� ２８６９３０（１番人気）
３連単票数 計３２１３７７１ 的中 ��� ２３３６１０（３番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．６―１２．７―１３．３―１４．０―１３．６―１３．３―１３．４―１２．７―１１．９―１１．７―１１．７―１１．８

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�
１３．２―２５．８―３８．５―５１．８―１：０５．８―１：１９．４―１：３２．７―１：４６．１―１：５８．８―２：１０．７―２：２２．４―２：３４．１

コーナー
通過順位

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

２
�
３（１，４，７）（２，５）－６・（３，４，７）（１，２，５）－６

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スカイディグニティ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．１１．２７ 京都３着

２００９．３．１０生 牡３鹿 母 ナイストレビアン 母母 クリスタルガーデン ６戦２勝 賞金 １６，４００，０００円
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（２４福島２）第５日 ６月３０日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
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

１８６，４９０，０００円
７，３４０，０００円
２，０１０，０００円
１６，２１０，０００円
５８，７５１，０００円
５，１４６，８００円
１，６５１，２００円

勝馬投票券売得金
３４９，２９３，３００円
５６１，１２９，６００円
２４０，０２３，８００円
９３５，３１７，４００円
６１７，８７６，４００円
３６２，２００，７００円
１，１４２，８３３，１００円
２，２９７，３４７，９００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 ６，５０６，０２２，２００円

総入場人員 ９，２０７名 （有料入場人員 ７，４４８名）


