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１７００１ ６月１６日 小雨 良 （２４福島２）第１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

２３ フォースフル 牡３黒鹿５６ 中舘 英二魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 ４８４＋ ６１：０８．８ ２．９�

１１ ダンシングミッシー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 ４６４＋１０１：０９．０１� ９．０�
４６ アルティメイトラブ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４５４± ０１：０９．７４ ８．２�
８１４ サクシナイト 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �グリーンファーム 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：０９．８� ２．３�
７１２ 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 ５２６－１８１：０９．９クビ ５６．５�
３５ クリノハナミチ 牡３栗 ５６ 北村 宏司栗本 博晴氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 ４９６＋ ６１：１０．０� １７．７	
６１０ カルメンズサン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣 �荻伏三好ファーム清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ４４８± ０１：１０．１クビ ２２．１

４７ ミッドコサージュ 牝３青 ５４ 嘉藤 貴行小原 巖氏 大和田 成 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４０６＋ ４１：１０．３１� ２２４．１�
６１１ フ リ ポ ン ヌ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥�ターフ・スポート松永 康利 浦河 大北牧場 ４３２＋ ２１：１０．５１� ２３２．８�
３４ スズカロイス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一永井 啓弍氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B４７２＋ ４ 〃 ハナ ２９．７
２２ クリノエルヴィス 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 斉藤スタッド B４９４＋１６１：１０．６クビ ２６２．１�
５９ カシノモンスター 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 日東牧場 ４８４－ ６１：１１．０２� ２０４．５�
５８ ジェットタイガー 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎楠田 均氏 大江原 哲 新ひだか 前田 宗将 ４２８＋ ２１：１１．２１� ５３．５�
８１５ ホクセツウィン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 元道牧場 ５０８＋１０１：１１．３� １８．５�
７１３ スマイルグラス 牝３芦 ５４

５１ ▲嶋田 純次下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４２８± ０１：１２．６８ ３２１．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，８９２，６００円 複勝： ２８，６４６，８００円 枠連： １２，９７０，９００円

馬連： ４１，７１２，２００円 馬単： ３０，７３１，６００円 ワイド： １９，９０８，３００円

３連複： ５９，４２４，８００円 ３連単： ９８，６２１，９００円 計： ３０８，９０９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２４０円 � ２２０円 枠 連（１－２） ９９０円

馬 連 �� １，０５０円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ４２０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ２，１７０円 ３ 連 単 ��� ９，２００円

票 数

単勝票数 計 １６８９２６ 的中 � ４６８２３（２番人気）
複勝票数 計 ２８６４６８ 的中 � ７４７９０（２番人気）� ２７０１１（４番人気）� ３０１１７（３番人気）
枠連票数 計 １２９７０９ 的中 （１－２） ９７５３（３番人気）
馬連票数 計 ４１７１２２ 的中 �� ２９４０４（３番人気）
馬単票数 計 ３０７３１６ 的中 �� １３４５９（５番人気）
ワイド票数 計 １９９０８３ 的中 �� １２７２４（２番人気）�� １２１７４（３番人気）�� ５７６２（９番人気）
３連複票数 計 ５９４２４８ 的中 ��� ２０２１５（６番人気）
３連単票数 計 ９８６２１９ 的中 ��� ７９１９（２４番人気）

ハロンタイム ９．５―１０．８―１１．０―１１．８―１２．５―１３．２

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．３―３１．３―４３．１―５５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォースフル �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１２．４ 中山５着

２００９．３．２３生 牡３黒鹿 母 ザ フ ェ イ ツ 母母 ミスシャグラ ５戦１勝 賞金 ９，９００，０００円
※出走取消馬 セントシルバーツウ号（疾病〔左肩跛行〕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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ウメジマダイオー号・コスモキャリー号
（非抽選馬） ２頭 イデアシュリュー号・カシマセイセン号

１７００２ ６月１６日 小雨 良 （２４福島２）第１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

７１３ アラカメジョウ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４３４－ ２１：０９．２ ２．７�

２３ ハナズルナピエナ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司M．タバート氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム ４２２－ ４ 〃 ハナ ２．２�
５１０ エステージャ 牝３芦 ５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 森 俊雄 ４２０＋ ４ 〃 クビ １５．５�
８１５ ケージーカグヤヒメ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一川井 五郎氏 菊沢 隆徳 新ひだか 松本牧場 ４４０－ ６１：０９．６２� ４７．９�
６１２ バトルキトリ 牝３栗 ５４ 中舘 英二宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 前田牧場 ４４０± ０１：０９．８１� １７．０�
１１ ジャッドマックス 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次�樽さゆり氏 伊藤 伸一 新ひだか 大滝 康晴 ４６４－ ２１：０９．９� １８．７�
６１１ クイーンバゴ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４７８－ ２１：１０．１１� ７８．８	
４７ コスモナデシコ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか タツヤファーム ４４２＋ ８１：１０．２クビ ３０．９

８１６ イカルストミー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩五十嵐政則氏 根本 康広 浦河 秋場牧場 ４３２± ０ 〃 クビ １９．３�
４８ ゼロディフェクト 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４２６ ―１：１０．５１� １２．９�
３５ ティアラタワー 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４２２－１２１：１０．７� ４５１．８
７１４ アサヒステファニー 牝３青鹿５４ 吉田 豊岩崎 銀一氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４２８＋ ２１：１０．９１� ２６９．１�
２４ フェザーパール 牝３栗 ５４ 武士沢友治飯田 正剛氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４１６ ―１：１１．０� １５１．９�
５９ シ ー マ リ ア 牝３黒鹿５４ 田中 勝春根本 忠義氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４２８＋１８１：１１．１� ３３．５�
１２ ブルーセブン 牡３青鹿５６ 松岡 正海若菜 俊明氏 高橋 裕 厚真 大川牧場 ４９２± ０１：１５．８大差 ６６．０�

（１５頭）
３６ ケイアイカーム 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �啓愛義肢材料販売所 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 ４４６＋１６ （競走除外）

売 得 金

単勝： １５，７０６，５００円 複勝： ３０，８３４，４００円 枠連： １４，６２７，８００円

馬連： ４２，７６７，５００円 馬単： ３１，５７２，１００円 ワイド： ２０，５８５，６００円

３連複： ６０，８０１，８００円 ３連単： ９５，６１７，０００円 計： ３１２，５１２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２２０円 枠 連（２－７） ２６０円

馬 連 �� ２４０円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ４７０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 ��� ２，８５０円

票 数

単勝票数 差引計 １５７０６５（返還計 ２４５８） 的中 � ４６２４５（２番人気）
複勝票数 差引計 ３０８３４４（返還計 ７６８５） 的中 � ９４１２９（２番人気）� ９６２２２（１番人気）� ２０４３０（３番人気）
枠連票数 差引計 １４６２７８（返還計 ５５） 的中 （２－７） ４１８８６（１番人気）
馬連票数 差引計 ４２７６７５（返還計 １４２８９） 的中 �� １３２７８０（１番人気）
馬単票数 差引計 ３１５７２１（返還計 １０４０３） 的中 �� ４４１７６（２番人気）
ワイド票数 差引計 ２０５８５６（返還計 １０３４８） 的中 �� ５２４５１（１番人気）�� ８５０１（３番人気）�� １０６３３（２番人気）
３連複票数 差引計 ６０８０１８（返還計 ４０５４７） 的中 ��� ５６４０８（１番人気）
３連単票数 差引計 ９５６１７０（返還計 ５９４２０） 的中 ��� ２４８２４（２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．１―１１．７―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．０―４５．７―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アラカメジョウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１１．１０．２３ 新潟４着

２００９．２．１９生 牝３鹿 母 アラマサダンサー 母母 アラホウトク ９戦１勝 賞金 １３，２００，０００円
〔競走除外〕 ケイアイカーム号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。発走時刻１分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルーセブン号は，平成２４年８月１６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。
（非当選馬） ２頭 イイジャン号・タケデンサプライズ号
（非抽選馬） １頭 カミノフルハウス号

第２回 福島競馬 第１日



１７００３ ６月１６日 小雨 良 （２４福島２）第１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）

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

３４ ジュリエットソング 牝３青 ５４ 松岡 正海�ターフ・スポート尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４７２－ ８１：４８．８ ３．４�

４６ フェアリーロンド 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 追分ファーム ４９０－ ２１：４９．５４ ２．７�
６１０ 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 ４４６－ ８１：４９．８２ ３．６�
５９ カワカミリバティー 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �三石川上牧場 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４７２－１０ 〃 ハナ ２０．７�
８１４ スリーオーシャン 牝３芦 ５４ 石神 深一永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４１２－ ４１：５０．１１� １０５．４�
２３ マダムプレジデント 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上 悦夫 ４８４－ ２ 〃 ハナ １９４．９	
３５ ターフアクトレス 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか 白井 吉美 ４１８－ ２１：５０．５２� ８４．１

６１１ オーバーターゲット 牝３青鹿５４ 大庭 和弥石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 矢野牧場 ４５０± ０ 〃 クビ ８６．２�
４７ ラブシャーク 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新冠 長沼 幸一 ４２０－ ６１：５０．８１� ２４６．６�
５８ クラウンミネルヴァ 牝３栗 ５４ 江田 照男矢野 恭裕氏 菊川 正達 新ひだか

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４８０± ０１：５０．９� ９．７
２２ ピンクバード 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４２２－ ４１：５１．９６ ２３９．５�
８１５ マホウノランプ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士上田 忠男氏 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４４４＋ ６１：５２．１１� １２４．７�
１１ ツクバエルドラド 牝３鹿 ５４ 田中 博康荻原 昭二氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８２ ―１：５３．９大差 １６．５�
７１２ メイスンフェアリー 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人梅村 浩氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４４８＋ ６１：５４．７５ ２４２．３�
７１３ カゼノエメラルド 牝３鹿 ５４ 中舘 英二深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 岡田 隆志 ４３４－ ６１：５５．２３ ２７．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，７９９，８００円 複勝： ２３，８７６，９００円 枠連： １１，０９４，９００円

馬連： ３９，５０８，３００円 馬単： ２９，６０４，１００円 ワイド： １７，４８１，０００円

３連複： ５３，２６５，４００円 ３連単： ９５，００１，１００円 計： ２８５，６３１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（３－４） ４５０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド �� １９０円 �� ２７０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ５００円 ３ 連 単 ��� ２，５８０円

票 数

単勝票数 計 １５７９９８ 的中 � ３７５１９（２番人気）
複勝票数 計 ２３８７６９ 的中 � ５０７３６（２番人気）� ６０４７４（１番人気）� ４４４３５（３番人気）
枠連票数 計 １１０９４９ 的中 （３－４） １８３０７（１番人気）
馬連票数 計 ３９５０８３ 的中 �� ６３６９１（１番人気）
馬単票数 計 ２９６０４１ 的中 �� ２４３９０（２番人気）
ワイド票数 計 １７４８１０ 的中 �� ２５３２５（１番人気）�� １５１４０（３番人気）�� １８７２９（２番人気）
３連複票数 計 ５３２６５４ 的中 ��� ７９２５１（１番人気）
３連単票数 計 ９５００１１ 的中 ��� ２７２６５（３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．４―３０．９―４４．２―５７．５―１：１０．２―１：２３．０―１：３５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ジュリエットソング �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２０１１．１１．２６ 東京４着

２００９．３．２５生 牝３青 母 ビューティソング 母母 マックスジョリー ６戦１勝 賞金 ７，１４０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツクバエルドラド号・メイスンフェアリー号・カゼノエメラルド号は，平成２４年７月１６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。
（非当選馬） ３頭 コスモリオ号・ディーズプリンセス号・トーアラビリンス号

１７００４ ６月１６日 小雨 良 （２４福島２）第１日 第４競走 ��２，７５０�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時４０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

７１２� ロックバルーン 牡７栗 ６０ 横山 義行 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Lynch
Bages Ltd ４８６＋ ４３：００．１ １．５�

１１ � ホウザンドラゴン �６青鹿６０ 山本 康志加藤 豊三氏 菊沢 隆徳 むかわ 清水ファーム ４８４－１６３：０１．４８ １９．１�
４５ ディアブラスト 牡５黒鹿６０ 江田 勇亮ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８８＋ ２３：０１．６１� ４２．９�
８１４ ジェットストリーム 牡４黒鹿６０ 浜野谷憲尚馬場 幸夫氏 手塚 貴久 むかわ 上水牧場 ５１６－ ４３：０２．７７ ３９．４�
３３ マ サ デ パ ン 牡４黒鹿６０ 平沢 健治加藤 信之氏 清水 美波 浦河 津島 優治 ４６８－ ４３：０３．９７ ８．６�
５７ トミケンプライム 牡７栗 ６０ 高野 和馬冨樫 賢二氏 和田 正道 静内 落合 一巳 ４１８－ ４３：０４．２２ ２９．７�
４６ � モエレマジックマン 牡７黒鹿６０ 大江原 圭坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 ５０８－ ２３：０４．４１	 ３６．２	
６９ � グローバルチャージ 牡４芦 ６０ 石神 深一
リーヴァ 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 ４９４＋１２３：０４．５� ４．９�
２２ コ コ カ ラ 牡５栗 ６０ 蓑島 靖典ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム ５０８＋ ６３：０７．１大差 ２２．７�
７１１� スマートスパークル 牡６栗 ６０

５７ ▲高嶋 活士栗本 博晴氏 高市 圭二 静内 グランド牧場 ４９６＋１０３：１１．７大差 ２０４．６
６１０ テイエムシャトウ 牡４鹿 ６０ 鈴木 慶太竹園 正繼氏 柴田 政人 浦河 梅田牧場 ４６６＋ ６３：１３．１９ ３１６．４�
３４ � ユーセイツーア 牡３栗 ５８ 草野 太郎小川 敏夫氏 小桧山 悟 新ひだか 石川 栄一 ４７８＋ ２３：２０．１大差 １７８．９�
８１３� セ ラ ー ナ 牝４鹿 ５８ 金子 光希グリーンスウォード 高市 圭二 新冠 対馬 正 ４６０－１４ （競走中止） ４３．３�
５８ ハナサクテーラー 牝４芦 ５８ 穂苅 寿彦中西 浩一氏 新開 幸一 新ひだか 西村 和夫 ４６８＋ ４ （競走中止） ２１９．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，２５１，０００円 複勝： ３１，１９０，６００円 枠連： １１，１５６，７００円

馬連： ２９，８６５，４００円 馬単： ２７，５３４，１００円 ワイド： １３，９７１，７００円

３連複： ４２，７３０，４００円 ３連単： ８９，４１６，０００円 計： ２６０，１１５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３１０円 � ５６０円 枠 連（１－７） ９４０円

馬 連 �� ９９０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ８１０円 �� ４，０１０円

３ 連 複 ��� ８，５７０円 ３ 連 単 ��� ２２，４００円

票 数

単勝票数 計 １４２５１０ 的中 � ７８２３１（１番人気）
複勝票数 計 ３１１９０６ 的中 � １８７３３５（１番人気）� １３５９１（４番人気）� ６３６６（８番人気）
枠連票数 計 １１１５６７ 的中 （１－７） ８７９１（３番人気）
馬連票数 計 ２９８６５４ 的中 �� ２２３４３（３番人気）
馬単票数 計 ２７５３４１ 的中 �� １６３２３（４番人気）
ワイド票数 計 １３９７１７ 的中 �� ７７０９（４番人気）�� ４２９３（８番人気）�� ７９５（３４番人気）
３連複票数 計 ４２７３０４ 的中 ��� ３６８１（２４番人気）
３連単票数 計 ８９４１６０ 的中 ��� ２９４７（５７番人気）

上り １マイル １：４６．３ ４F ５１．４－３F ３８．３
コーナー
通過順位

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

２
�

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

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：４戦１勝 賞金 １３，４００，０００円
〔競走中止〕 ハナサクテーラー号は，６号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

セラーナ号は，６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。
〔制裁〕 セラーナ号の騎手金子光希は，１周目１号障害を内側に斜飛したことについて過怠金５０，０００円。（１２番・６番への進路影響）



１７００５ ６月１６日 雨 良 （２４福島２）第１日 第５競走 ��１，０００�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

５７．１
５５．４

良

良

７１０ エフティチャーミー 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 平取 北島牧場 ４４６ ― ５８．０ ４．０�

６８ ヒアルロンサン 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 ４１６ ― ５８．２１� １５．８�
５６ エ チ ュ ー ド 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 ４２０ ― ５８．７３ １４．１�
５７ ヒュウガミズキ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘山岸 桂市氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 ４６０ ― ５８．８� ２．２�
４５ マ ド ニ ー ナ 牝２青鹿 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 ３７６ ― 〃 アタマ ３８．６�
６９ ゴッドガーデン 牝２栗 ５４ 西田雄一郎柴原 榮氏 根本 康広 新冠 川上 悦夫 ４２０ ― ５９．４３� ４６．２�
７１１ エスペランサ 牡２栃栗５４ 北村 宏司山本 武司氏 高市 圭二 宮崎 田上 勝雄 ４３８ ― ５９．５� ９．５	
８１２ テワヒポウナム 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム ４２４ ― ５９．９２� ３３．０

３３ ダイメイバンダム 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次宮本 孝一氏 石栗 龍彦 青森 長谷地 義正 ４３８ ―１：００．０� １１５．４�
４４ ベシュテルング 牝２栗 ５４ 中舘 英二 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ３９６ ―１：００．２１� ５．０�
８１３ フジシルクレディー 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲原田 和真�フジレーシング 高橋 文雅 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４３０ ―１：００．４１ ２１４．７
２２ カシノハッピー 牡２栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 金成吉田牧場 ４４６ ―１：００．７２ １３１．８�
１１ カンタベリーリュウ 牡２鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新冠 佐藤 信広 ４７６ ―１：０１．９７ １５０．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，１４７，１００円 複勝： ２４，４７７，８００円 枠連： １３，０５７，９００円

馬連： ３８，１９３，１００円 馬単： ３０，５２９，７００円 ワイド： １７，３３７，２００円

３連複： ４７，６８０，８００円 ３連単： ８６，３２３，４００円 計： ２７６，７４７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � ３４０円 � ３３０円 枠 連（６－７） １，１７０円

馬 連 �� ２，３９０円 馬 単 �� ４，０００円

ワ イ ド �� ８７０円 �� ７８０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� ６，６８０円 ３ 連 単 ��� ３１，０８０円

票 数

単勝票数 計 １９１４７１ 的中 � ３７８１５（２番人気）
複勝票数 計 ２４４７７８ 的中 � ４６５６７（２番人気）� １６７５５（６番人気）� １７７４４（５番人気）
枠連票数 計 １３０５７９ 的中 （６－７） ８２８３（５番人気）
馬連票数 計 ３８１９３１ 的中 �� １１８３１（１０番人気）
馬単票数 計 ３０５２９７ 的中 �� ５６３３（１６番人気）
ワイド票数 計 １７３３７２ 的中 �� ４９９３（１１番人気）�� ５５８８（１０番人気）�� ２５３４（１９番人気）
３連複票数 計 ４７６８０８ 的中 ��� ５２６８（２２番人気）
３連単票数 計 ８６３２３４ 的中 ��� ２０５０（９８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．５―１１．６―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．４―３４．９―４６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エフティチャーミー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 フェアジャッジメント 初出走

２０１０．２．２８生 牝２鹿 母 フラワーブリーズ 母母 ノーザンフエロー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

１７００６ ６月１６日 雨 良 （２４福島２）第１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

２３ シャドウライフ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４８＋ ４１：４７．８ ５．６�

１２ コスモミレネール 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４２８± ０１：４８．０１ ３．５�
４７ コンドッティエーレ 牡３栗 ５６ 吉田 豊村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４６４± ０１：４８．２１� ６１．５�
６１１� バルダメンテ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari ４９６－１２１：４８．６２� ２．４�
４８ ショウナンラピス 牡３青鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム B４５６－１２１：４８．７クビ ７１．８�
３５ マイオリオン 牝３鹿 ５４ 中舘 英二五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４２８＋ ６１：４９．１２� ７．３�
７１３ フェザーフォンテン 牡３青鹿５６ 江田 照男吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ４４２ ―１：４９．４１� １２３．８	
５９ ナンヨーヤシマ 牡３青鹿５６ 松岡 正海中村 �也氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B５０６－１４１：４９．６１	 １６．２

５１０ ブレイブフォース 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 田湯牧場 ４７４＋ ２１：４９．７� １５．５�
８１５ カンカラコモデケア 牡３鹿 ５６ 武士沢友治福田 光博氏 根本 康広 白老 社台牧場 ４４８＋ ４ 〃 アタマ ３５６．９�
７１４ アルコロッサ 牝３鹿 ５４ 石神 深一 MSプランニング 松永 康利 新ひだか 畠山牧場 ４７８＋ ２１：４９．９１	 ６２９．９�
８１６ シ ャ ド ウ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩芹澤 精一氏 相沢 郁 新ひだか 田中 裕之 ４５０＋ ４１：５０．３２� ３５．５�
２４ トーセンキール 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎島川 �哉氏 柴田 政人 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６０ ― 〃 ハナ ８４．５�
１１ トーアキシカイセイ 牡３栗 ５６

５３ ▲原田 和真高山ランド 天間 昭一 豊浦トーア牧場 ４９４ ―１：５１．９１０ １７２．３�
６１２ ヤマニンエミュ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ４６０＋１４１：５２．１� ２３４．５�
３６ ドリームスクリーン 牡３栗 ５６ 田中 博康セゾンレースホース 高橋 祥泰 厚真 阿部 栄乃進 ４９４－ ２ （競走中止） １２６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４２２，１００円 複勝： ３３，９６３，３００円 枠連： １５，３９５，４００円

馬連： ５０，５１５，０００円 馬単： ３６，２９４，６００円 ワイド： ２１，６６８，３００円

３連複： ６３，８８５，１００円 ３連単： １１０，６４７，９００円 計： ３５３，７９１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １９０円 � １４０円 � ８７０円 枠 連（１－２） ８７０円

馬 連 �� ９００円 馬 単 �� ２，０７０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ２，８４０円 �� １，８４０円

３ 連 複 ��� ９，８１０円 ３ 連 単 ��� ４０，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２１４２２１ 的中 � ３０３９５（３番人気）
複勝票数 計 ３３９６３３ 的中 � ４８８０３（３番人気）� ８３８２８（１番人気）� ６９６９（８番人気）
枠連票数 計 １５３９５４ 的中 （１－２） １３１６９（５番人気）
馬連票数 計 ５０５１５０ 的中 �� ４１８８２（４番人気）
馬単票数 計 ３６２９４６ 的中 �� １２９５７（７番人気）
ワイド票数 計 ２１６６８３ 的中 �� １３１４９（５番人気）�� １７７３（２５番人気）�� ２７８２（１８番人気）
３連複票数 計 ６３８８５１ 的中 ��� ４８０９（２７番人気）
３連単票数 計１１０６４７９ 的中 ��� ２０２３（１１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．１―３４．５―４６．６―５９．２―１：１１．１―１：２３．３―１：３５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．７
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シャドウライフ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．５ 東京３着

２００９．２．２５生 牝３黒鹿 母 ライブリーダンス 母母 ステイトリーダンス ６戦１勝 賞金 ８，６５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔競走中止〕 ドリームスクリーン号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーアキシカイセイ号・ヤマニンエミュ号は，平成２４年７月１６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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 クラールハイト号・テイエムアカキリ号
（非抽選馬） ２頭 ブリングスザサン号・ベルウッドブレット号



１７００７ ６月１６日 雨 良 （２４福島２）第１日 第７競走 ��１，２００�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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５９ トーセンムンク 牝３鹿 ５２
４９ ▲杉原 誠人島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４６＋１０１：０８．６ １９．２�

８１５ コスモアクセス 牝３栗 ５２ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－ ２１：０８．９２ ６．２�
１１ シーキングザスター 牝３鹿 ５２

４９ ▲西村 太一青山 洋一氏 矢野 英一 新冠 中本 隆志 ４３４－ ６１：０９．２１� １５２．４�
６１１ ノーザンソング 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４８４＋ ４１：０９．４１� １１．０�
３６ サクラメアリ 牝４栃栗５５ 江田 照男�さくらコマース伊藤 圭三 新冠 川上 悦夫 ４６６＋１０１：０９．５� ８６．７	
２３ フィロパトール 牝３鹿 ５２

４９ ▲嶋田 純次高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 ４５６＋ ６１：０９．７１� ８．２

８１６ タイセイクライマー �４黒鹿５７ 石神 深一田中 成奉氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム B４５２＋ ２ 〃 ハナ １５５．６�
１２ ディザイラブル 牝３黒鹿５２ 蛯名 正義�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１２－ ４１：０９．８クビ ７．１�
４７ ダンスインザマミー 牝３黒鹿５２ 吉田 豊落合 幸弘氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４２４＋１２ 〃 ハナ ２１．８
７１３ パーフェクトミー 牡３鹿 ５４ 田中 勝春木浪 巖氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 西川富岡牧場 ４２６＋ ８ 〃 ハナ ２２．０�
４８ エクソプラネット 牝３鹿 ５２ 北村 宏司吉田 和美氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム ４２４＋ ６１：０９．９� ４１．３�
２４ プライドワン �４鹿 ５７ 鈴来 直人三枝 栄二氏 小野 次郎 日高 新井 昭二 ４７０－ ２ 〃 ハナ ３８．０�
５１０ クラウンフィデリオ 牡４栗 ５７ 中舘 英二矢野 悦三氏 天間 昭一 浦河 中島牧場 ４８２± ０１：１０．０� １３．７�
７１４ エーティーランボー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４７２± ０１：１０．１� ４．５�
３５ ドナメデューサ 牝３黒鹿５２ 柴田 善臣山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４６２－ ４１：１０．３１� ４．４�
６１２	 メイショウフロリナ 牝５鹿 ５５ 小島 太一松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 太陽牧場 ４４０＋３６１：１１．２５ ２３６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，４００，７００円 複勝： ３４，２６５，３００円 枠連： １７，１３５，０００円

馬連： ６１，０４１，４００円 馬単： ３４，７８３，７００円 ワイド： ２６，５１３，４００円

３連複： ７８，２３２，２００円 ３連単： １２０，４３９，４００円 計： ３９０，８１１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９２０円 複 勝 � ６１０円 � ２３０円 � ３，０６０円 枠 連（５－８） １，９１０円

馬 連 �� ６，５００円 馬 単 �� １２，９４０円

ワ イ ド �� ２，０２０円 �� １６，１３０円 �� １４，９４０円

３ 連 複 ��� ２２５，５３０円 ３ 連 単 ��� １，０１０，０５０円

票 数

単勝票数 計 １８４００７ 的中 � ７５５３（８番人気）
複勝票数 計 ３４２６５３ 的中 � １３８８６（１０番人気）� ４７７８４（３番人気）� ２４８８（１５番人気）
枠連票数 計 １７１３５０ 的中 （５－８） ６６２７（１１番人気）
馬連票数 計 ６１０４１４ 的中 �� ６９４０（２５番人気）
馬単票数 計 ３４７８３７ 的中 �� １９８５（５３番人気）
ワイド票数 計 ２６５１３４ 的中 �� ３３０９（２８番人気）�� ４００（８６番人気）�� ４３２（８２番人気）
３連複票数 計 ７８２３２２ 的中 ��� ２５６（３１６番人気）
３連単票数 計１２０４３９４ 的中 ��� ８８（１６３２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１０．９―１１．３―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．５―４４．８―５６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３５．１
３ ・（９，１１，１５）１（１３，１６）５（３，６，８）（２，１４）７（４，１０）１２ ４ ９（１１，１５）１（１３，１６）（５，６，８）３（２，１４）－（７，１０）４，１２

勝馬の
紹 介

トーセンムンク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Woodman デビュー ２０１１．７．３１ 新潟１３着

２００９．３．１８生 牝３鹿 母 トーセンアート 母母 Chesa Plana ９戦２勝 賞金 １４，２５０，０００円
※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。
（非当選馬） １頭 ドリームクレド号
（非抽選馬） ２頭 アユミチャン号・ダイワカリエンテ号

１７００８ ６月１６日 雨 良 （２４福島２）第１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）

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

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

５８ � セニョリータ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 ４５０± ０１：４６．８ １．６�

２３ ブルーメリディアン 牝３黒鹿５２ 蛯名 正義 �ブルーマネジメント加藤 征弘 新ひだか 佐竹 学 ４４２－ ２１：４７．３３ ８．０�
６１０ フ ォ ー ミ ー 牝４鹿 ５５ 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４７４＋ ２１：４７．６１� ９．２�
１１ オルレアンノオトメ 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４６２－ ２ 〃 クビ ６５．４�
４７ ショウナンガーデン 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４４０± ０１：４８．１３ １５．１�
８１４ イグナイトカフェ 牝６鹿 ５５ 横山 典弘西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４９２－１０１：４８．２クビ ２５．０	
７１２ チェルカトローバ 牝５鹿 ５５ 吉田 豊近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４４２－ ４１：４８．３� ３１．４

５９ トーセンビート 牝４鹿 ５５ 北村 宏司島川 �哉氏 木村 哲也 日高 ヤナガワ牧場 ４８８＋ ８１：４８．４クビ ２２．１�
４６ � マ レ ン カ ヤ 牝４鹿 ５５ 柴田 大知加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４５４＋１０ 〃 クビ ４３．８
３４ � スイートコリーヌ 牝４黒鹿５５ 江田 照男和田 啓子氏 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４５６－ ４１：４８．５クビ １４０．０�
２２ � ラビットファレル 牝４栗 ５５

５２ ▲原田 和真喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４６６＋ ８１：４８．８１� ２３０．４�
８１５� シュガーキッス 牝４鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次ディアレスト 高橋 裕 新冠 山内 鈴子 ４４８－ ２１：４８．９� ３９６．４�
３５ ニシノキュアノス 牝５青鹿５５ 田中 勝春西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B５０８＋ ４１：４９．１１� ６．３�
６１１� クイーンザリッチ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩前田 榮生氏 和田 正道 浦河 細道牧場 ４９０＋１３１：５０．７１０ ３０８．１�
７１３� シュウザンモモ 牝６鹿 ５５ 増沢由貴子平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４６２＋ ４１：５１．０２ ３１７．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，２５１，６００円 複勝： ４３，６４３，５００円 枠連： １７，５００，９００円

馬連： ６４，２６４，２００円 馬単： ４５，３９９，２００円 ワイド： ２７，０９７，１００円

３連複： ７８，６１６，９００円 ３連単： １４７，２２４，４００円 計： ４４８，９９７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ２１０円 枠 連（２－５） ６００円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ３２０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� １，７３０円 ３ 連 単 ��� ５，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２５２５１６ 的中 � １２５５６５（１番人気）
複勝票数 計 ４３６４３５ 的中 � １７４２８２（１番人気）� ４２８３４（３番人気）� ３９３６０（４番人気）
枠連票数 計 １７５００９ 的中 （２－５） ２１６２０（２番人気）
馬連票数 計 ６４２６４２ 的中 �� ６８２２８（３番人気）
馬単票数 計 ４５３９９２ 的中 �� ３６５４８（３番人気）
ワイド票数 計 ２７０９７１ 的中 �� ２０７８５（３番人気）�� ２２５１０（２番人気）�� ６８４０（１１番人気）
３連複票数 計 ７８６１６９ 的中 ��� ３３５９５（４番人気）
３連単票数 計１４７２２４４ 的中 ��� １９２６４（６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．４―３０．８―４３．６―５６．４―１：０９．１―１：２１．５―１：３３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�セニョリータ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス

２００８．３．２６生 牝４鹿 母 ミントシャイン 母母 ナオミシャイン ６戦２勝 賞金 １９，１４０，０００円
地方デビュー ２０１１．７．２６ 門別

〔発走時刻の変更〕 １４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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 キングダンサー号
（非抽選馬） ２頭 クリノワンチャンス号・マライアレジーナ号



１７００９ ６月１６日 雨 良 （２４福島２）第１日 第９競走 ��
��２，６００�

か い せ い ざ ん

開 成 山 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５３�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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３７．４
２：３７．４

良

良

４５ ダンシングムーン �５鹿 ５７ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド ４５２＋ ６２：４０．９ ９．０�

５７ � リッカタキシード 牡５黒鹿５７ 北村 宏司立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 ４５６－ ２２：４１．０	 ４２．３�
６９ ヴァルナビスティー 牡４黒鹿５７ 吉田 豊備前島敏子氏 尾形 充弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０２－ ４ 〃 ハナ １２．６�
３３ グレートマーシャル 牡４鹿 ５７ 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４６８－ ６ 〃 クビ ２．９�
５６ アラマサコマンダー 牝４鹿 ５５ 江田 照男�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４２４－ ２２：４１．２１ １９．９�
１１ ジョンブルクリス 牡４栗 ５７ 中舘 英二�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４７０－ ４２：４１．３	 ４．９�
６８ ヒールゼアハーツ 牡４栗 ５７ 横山 典弘 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４９０－ ８２：４１．５１	 ３．９	
８１３ ウインシュールマン 牡６青 ５７ 柴田 善臣
ウイン 森 秀行 新冠 村上 欽哉 ４４２＋ ２２：４２．１３	 ８．１�
８１２ テ ル バ イ ク 牡４栗 ５７ 松岡 正海加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ ４７４＋ ８２：４２．４２ ３７．５�
７１１ ジャストザシーズン 牡５鹿 ５７ 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 ４８０－ ４ 〃 クビ １９１．２
７１０� キャニオンシンザン 牡４栗 ５７ 原田 和真谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ４９６＋ ２２：４２．６１ ３４２．３�
２２ ロックフルマーク 牡５黒鹿５７ 西田雄一郎小原 巖氏 大和田 成 新冠 飛渡牧場 ４１０－ ２２：４２．７	 ２７８．４�
４４ 
 クレバーロッシー 牡５栗 ５７ 田中 勝春田� 正明氏 加藤 和宏 米 Tom Stone-

braker ４６２± ０２：４４．６大差 ５４．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，８８８，３００円 複勝： ４８，３６２，１００円 枠連： ２１，１４９，１００円

馬連： ８５，０７９，３００円 馬単： ４９，４４７，７００円 ワイド： ３１，１９５，５００円

３連複： ９７，２８９，３００円 ３連単： １７７，８５８，６００円 計： ５３６，２６９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ２９０円 � ８３０円 � ３６０円 枠 連（４－５） ３，９７０円

馬 連 �� １４，６３０円 馬 単 �� ２６，９８０円

ワ イ ド �� ３，１５０円 �� １，６３０円 �� ４，５６０円

３ 連 複 ��� ４７，２１０円 ３ 連 単 ��� ２９０，４００円

票 数

単勝票数 計 ２５８８８３ 的中 � ２２８６８（５番人気）
複勝票数 計 ４８３６２１ 的中 � ４７８５４（４番人気）� １３７５７（８番人気）� ３６９５６（６番人気）
枠連票数 計 ２１１４９１ 的中 （４－５） ３９３６（１６番人気）
馬連票数 計 ８５０７９３ 的中 �� ４２９３（３３番人気）
馬単票数 計 ４９４４７７ 的中 �� １３５３（６３番人気）
ワイド票数 計 ３１１９５５ 的中 �� ２４３１（３１番人気）�� ４８０２（１９番人気）�� １６６３（３７番人気）
３連複票数 計 ９７２８９３ 的中 ��� １５２１（９２番人気）
３連単票数 計１７７８５８６ 的中 ��� ４５２（５１３番人気）

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

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�
１３．０―２４．５―３６．８―４９．３―１：０２．２―１：１５．１―１：２７．９―１：４０．２―１：５２．５―２：０４．２―２：１６．１―２：２８．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダンシングムーン �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 Cryptoclearance デビュー ２００９．１０．４ 中山８着

２００７．５．２３生 �５鹿 母 シングムーン 母母 Sadie’s Crown ２２戦３勝 賞金 ２９，９９４，０００円

１７０１０ ６月１６日 雨 良 （２４福島２）第１日 第１０競走 ��
��１，２００�さくらんぼ特別

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
福島市長賞（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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

２２ 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 ４６２－１０１：０８．８ ２．１�

５９ � アポロノカンザシ 牝４栗 ５５ 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck
Stables B４３４－ ８１：０９．０１� ９．９�

８１４ ドリームフォワード 牡５栗 ５７ 横山 典弘セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４４２－ ２１：０９．１	 １８．７�
３５ ラフレーズカフェ 牝３青鹿５２ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４７０－ ８ 〃 クビ ６．０�
１１ � キョウエイバサラ 牡４芦 ５７ 石橋 脩田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock ５２６－ ２１：０９．２クビ ７．５�
２３ 
 タニマサホーク 牡５鹿 ５７ 吉田 豊谷 研司氏 栗田 博憲 新ひだか 多田 正弘 ５０８＋ ４１：０９．３� １４．１�
４６ フィールドドリーム 牡５栗 ５７ 北村 宏司吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５２０＋ ２１：０９．５１	 ３６．１	
５８ リッカコウユウ 牝６鹿 ５５ 中舘 英二立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４５６± ０ 〃 アタマ ２２１．４

６１１ ヤマニングルノイユ 牝５鹿 ５５ 柴田 大知土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ５０８＋１０１：０９．８２ ９．４�
８１５ キルシュバウム 牝５栗 ５５ 武士沢友治ディアレスト 加藤 和宏 平取 びらとり牧場 ４３２－ ４１：０９．９クビ １４９．６�
３４ シルバーキセキ 牝５黒鹿５５ 嶋田 純次小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 ４４８－ ６１：１０．２２ ３８．６
７１３
 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 ５１８－ ２１：１０．４１� ５９．４�
４７ コ ク ト ー 牡６鹿 ５７ 西田雄一郎柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 日高 富川牧場 ４７８－ ４１：１０．９３ ４９．６�
６１０ ミスマルシゲ 牝３青鹿５２ 江田 照男坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 ４１８－ ８１：１１．２１� １１０．８�
７１２ スマイルバラッド 牡５栗 ５７ 松岡 正海��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４８０－ ６１：１１．８３	 ２９．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３５，３０９，８００円 複勝： ６２，００８，３００円 枠連： ２７，６４６，９００円

馬連： １２３，４９４，５００円 馬単： ６５，９２９，８００円 ワイド： ４３，６６８，９００円

３連複： １４０，８８７，２００円 ３連単： ２５２，６６６，６００円 計： ７５１，６１２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � ２９０円 � ４４０円 枠 連（２－５） ９００円

馬 連 �� １，１５０円 馬 単 �� １，６８０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� １，０２０円 �� １，９３０円

３ 連 複 ��� ６，４４０円 ３ 連 単 ��� ２１，５００円

票 数

単勝票数 計 ３５３０９８ 的中 � １３４９４６（１番人気）
複勝票数 計 ６２００８３ 的中 � １８８３７４（１番人気）� ４７４４６（６番人気）� ２７０２１（７番人気）
枠連票数 計 ２７６４６９ 的中 （２－５） ２２７０３（４番人気）
馬連票数 計１２３４９４５ 的中 �� ７９５１９（４番人気）
馬単票数 計 ６５９２９８ 的中 �� ２９０８３（４番人気）
ワイド票数 計 ４３６６８９ 的中 �� ２０７１８（４番人気）�� １０４４７（９番人気）�� ５３０７（２５番人気）
３連複票数 計１４０８８７２ 的中 ��� １６１５６（１５番人気）
３連単票数 計２５２６６６６ 的中 ��� ８６７３（４７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１０．８―１１．５―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．２―４４．７―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボストンエンペラー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アイネスフウジン デビュー ２０１０．１０．１６ 京都８着

２００８．１．２７生 牡４黒鹿 母 イサミサクラ 母母 ハマナジユビー １３戦４勝 賞金 ６２，３８９，０００円
〔制裁〕 シルバーキセキ号の騎手嶋田純次は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（６番・１０番への進路影

響）



１７０１１ ６月１６日 雨 良 （２４福島２）第１日 第１１競走 ��
��２，０００�

あ ぶ く ま

阿武隈ステークス
発走１５時４５分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，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

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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

３３ ニシノメイゲツ 牡５青鹿５５ 田中 勝春西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４５２－ ６２：００．４ ６．０�

７８ セタガヤフラッグ 牡９鹿 ５３ 大庭 和弥千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６２－ ２２：００．６１� １８．５�
５５ エナージバイオ 牡７栗 ５３ 松岡 正海バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４６０－ ６２：０１．０２� ２０．９�
６６ ケニアブラック 牡６鹿 ５５ 蛯名 正義吉田 和美氏 勢司 和浩 日高 佐々木牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ３．４�
４４ � アサティスボーイ 牡８鹿 ５５ 北村 宏司廣松 金次氏 古賀 慎明 新冠 八木サニー

ファーム ４５２＋ ２２：０１．６３� ２０．０�
２２ モーニングフェイス 牝５栗 ５３ 石橋 脩井高 義光氏 大和田 成 新ひだか 井高牧場 ５１４－ ４ 〃 アタマ １２．６�
７７ コスモラピュタ 牡５鹿 ５７ 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４８２－ ２ 〃 ハナ ４．４

８９ ア イ ノ カ ゼ 牡７鹿 ５４ 吉田 豊丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 ムラカミファーム ５０６± ０２：０２．１３ １１．１�
８１０ ヤマニンエルブ 牡５栗 ５７ 中舘 英二土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 ４６２＋ ２２：０２．２	 １３．６�
１１ バイタルスタイル 牝５栗 ５１ 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４６０＋ ４２：０３．８１０ ５．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４２，９７１，５００円 複勝： ６５，１３０，３００円 枠連： ３９，６２２，３００円

馬連： ２０６，８０５，８００円 馬単： １１２，８００，０００円 ワイド： ５９，３８３，２００円

３連複： ２３８，７９０，２００円 ３連単： ４８３，９２４，４００円 計： １，２４９，４２７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２４０円 � ４３０円 � ４５０円 枠 連（３－７） １，２５０円

馬 連 �� ５，１８０円 馬 単 �� １０，１９０円

ワ イ ド �� １，４３０円 �� １，３７０円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� １３，３７０円 ３ 連 単 ��� ８３，７８０円

票 数

単勝票数 計 ４２９７１５ 的中 � ５６４７８（４番人気）
複勝票数 計 ６５１３０３ 的中 � ８４５５８（３番人気）� ３７３８９（７番人気）� ３５５１２（８番人気）
枠連票数 計 ３９６２２３ 的中 （３－７） ２３５３６（５番人気）
馬連票数 計２０６８０５８ 的中 �� ２９４９８（２８番人気）
馬単票数 計１１２８０００ 的中 �� ８１７７（５０番人気）
ワイド票数 計 ５９３８３２ 的中 �� １０２４６（２６番人気）�� １０７０３（２４番人気）�� ９１９１（３０番人気）
３連複票数 計２３８７９０２ 的中 ��� １３１８７（６５番人気）
３連単票数 計４８３９２４４ 的中 ��� ４２６３（３６８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１１．２―１１．４―１１．４―１１．７―１２．３―１２．９―１３．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．０―３５．２―４６．６―５８．０―１：０９．７―１：２２．０―１：３４．９―１：４７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．４
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ニシノメイゲツ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Diesis デビュー ２００９．９．１９ 中山１着

２００７．２．２０生 牡５青鹿 母 ニシノムーンライト 母母 リメンバーミッドナイト ２３戦４勝 賞金 ７６，７２６，０００円

１７０１２ ６月１６日 雨 良 （２４福島２）第１日 第１２競走 ��
��１，１５０�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

１：０６．９
１：０６．９

良

良

３６ � エーシンジェイワン 牡４栗 ５７ 石橋 脩�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm B５３８＋ ８１：０７．３ １．６�

６１２ ポリティカルパワー 牡５青 ５７ 吉田 豊加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ４９２± ０１：０８．６８ ２３．２�
７１３ デイブレイク 牡４鹿 ５７ 嘉藤 貴行�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４８２－ ２１：０８．７� １６．２�
８１５ アンジュヴォレ 牝４栗 ５５ 中舘 英二日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４５２－ ４ 〃 アタマ ３３．８�
６１１ トウカイチャーム 牡４栗 ５７ 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム ４８０－ ２ 〃 ハナ １１．６�
２３ アプローチミー 牡５黒鹿５７ 松岡 正海吉澤 克己氏 相沢 郁 浦河 駿河牧場 ４７６－ ４１：０８．８	 ４８．５	
４７ マイネエレーナ 牝４鹿 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４３６＋ ４１：０９．２２	 ５．８

８１６ プリマベーラシチー 牝５栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 日高 富川田中牧場 B４６６＋ ４１：０９．３	 ９５．２�
３５ ノボジュピター 牡６栗 ５７

５４ ▲原田 和真�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ ９．２�
２４ 
 トゥインクルスノー 牝５鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次山中 和子氏 萱野 浩二 日高 広富牧場 ４７０＋ ６１：０９．４� ２３４．９
１１ ニシノラメール 牝４鹿 ５５ 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 B４７４－ ４１：０９．６� １４７．７�
５９ ロードナイト 牝３鹿 ５２ 田中 勝春山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４５８＋ ４ 〃 ハナ １７．３�
５１０
 グランプリヒトスジ 牡６栗 ５７ 大庭 和弥北側 雅司氏 牧浦 充徳 早来 ノーザンファーム ５０４－１０１：０９．７クビ ２２６．５�
７１４ ケイオークラウン 牡４栗 ５７ 武士沢友治ジャパンフードビジネス� 高木 登 浦河 荻伏三好フ

アーム ５００－ ６１：０９．８	 ９９．２�
１２ 
 クラウンハイパー 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎矢野 恭裕氏 松永 康利 宮崎 田上 勝雄 B４６６－ ２１：０９．９	 １４８．１�
４８ 
 アレルヤトウブ 牡４栗 ５７ 江田 照男真部 晴�氏 佐藤 吉勝 日高 下河辺牧場 ４４０＋ ４１：１０．６４ １４２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，８４２，３００円 複勝： ６５，２６１，５００円 枠連： ３３，５２４，５００円

馬連： １１６，９０９，１００円 馬単： ７８，０９９，９００円 ワイド： ５０，７２４，４００円

３連複： １５０，９６５，５００円 ３連単： ３２２，０５３，５００円 計： ８６３，３８０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １３０円 � ３９０円 � ２５０円 枠 連（３－６） ４７０円

馬 連 �� １，８５０円 馬 単 �� ２，４５０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ４２０円 �� ２，１００円

３ 連 複 ��� ５，５５０円 ３ 連 単 ��� １９，６２０円

票 数

単勝票数 計 ４５８４２３ 的中 � ２２９８４４（１番人気）
複勝票数 計 ６５２６１５ 的中 � １９５７５６（１番人気）� ３２５０３（６番人気）� ５７７７２（４番人気）
枠連票数 計 ３３５２４５ 的中 （３－６） ５２９８９（２番人気）
馬連票数 計１１６９０９１ 的中 �� ４６６５４（６番人気）
馬単票数 計 ７８０９９９ 的中 �� ２３５４１（８番人気）
ワイド票数 計 ５０７２４４ 的中 �� １５５７３（９番人気）�� ３２５０４（３番人気）�� ５５１７（２３番人気）
３連複票数 計１５０９６５５ 的中 ��� ２０１０２（１９番人気）
３連単票数 計３２２０５３５ 的中 ��� １２１１７（５２番人気）

ハロンタイム ９．３―１０．４―１０．８―１１．６―１２．２―１３．０

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．３―１９．７―３０．５―４２．１―５４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンジェイワン �
�
父 Speightstown �

�
母父 Bates Motel デビュー ２０１０．９．２６ 阪神３着

２００８．３．１５生 牡４栗 母 Motel Lass 母母 Devil’s Lass １６戦３勝 賞金 ３２，３０９，０００円
※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。
（非当選馬） ２頭 トウカイアストロ号・ロイヤルサルート号
（非抽選馬） １頭 イケトップクイーン号



（２４福島２）第１日 ６月１６日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７３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

１８０，４３０，０００円
２，０８０，０００円
７，３１０，０００円
１，３８０，０００円
１６，０６０，０００円
５６，８６９，５００円
５，１７２，８００円
１，６６０，８００円

勝馬投票券売得金
２９６，８８３，３００円
４９１，６６０，８００円
２３４，８８２，３００円
９００，１５５，８００円
５７２，７２６，５００円
３４９，５３４，６００円
１，１１２，５６９，６００円
２，０７９，７９４，２００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 ６，０３８，２０７，１００円

総入場人員 ７，８５７名 （有料入場人員 ６，０６５名）


