
３００１９１０月２４日 曇 良 （２２福島３）第２日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時００分 （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

３６ � シシャモフレンド 牝５鹿 ５５ 北村 友一阪口 享氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４８０－１０１：５９．９ １２．８�

４７ シルクプロミス 牝４栗 ５５ 小林 淳一有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 中本牧場 ４４４－１０２：００．０� ２２．１�
７１４ ク リ ア キ ー 牝３鹿 ５３ 村田 一誠 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４３０± ０ 〃 クビ ２９．７�
８１６ クリスマスキャロル 牝３栗 ５３

５２ ☆国分 恭介 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４３０＋ ２２：００．１クビ ３．７�
１２ ビルトミーアップ 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 B４７２－ ８２：００．２� １４．２�
６１２ フェリキタース 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介礒川 正明氏 松永 康利 新ひだか 嶋田牧場 ４８４＋１２ 〃 クビ ５８．９�
５１０ セイピーシーズ 牝３鹿 ５３ 安藤 光彰金田 成基氏 服部 利之 日高 新井 昭二 B４４４＋ ６２：００．３クビ ３０．３	
２３ ラブイズモネ 牝４栗 ５５

５２ ▲川須 栄彦江口雄一郎氏 梅内 忍 静内 坂本 春信 ４４２－ ４２：００．４� ２２．３

５９ マヤノカピオラニ 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦田所 英子氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４６０± ０ 〃 アタマ ６０．８�
４８ サンアイブライト 牝６鹿 ５５ 木幡 初広福島 実氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ５０４＋ ８ 〃 ハナ ２３９．３�
２４ � モエレアイドル 牝４黒鹿５５ 石橋 脩阿部 紀子氏 清水 利章 新ひだか 中村 和夫 ４６０＋ ２ 〃 クビ ３．９
１１ ヤマニンアロンディ 牝８栗 ５５ 西田雄一郎土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４７８＋ ４２：００．５� １３６．８�
６１１ メジロカトリーヌ 牝３鹿 ５３ 中舘 英二�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４７４＋ ６ 〃 アタマ ３．０�
８１５ ハギノウタヒメ 牝４栗 ５５

５４ ☆丸山 元気日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４５０＋２４２：００．６� ４１．７�
７１３ ドナフュージョン 牝５黒鹿５５ 赤木高太郎山田 貢一氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 ４６２± ０２：００．８１� ４５．４�
３５ � チーフヴァージニア 牝５黒鹿５５ 千葉 直人篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４４０－ ２２：０１．８６ ３４８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，７７９，３００円 複勝： １５，５８０，１００円 枠連： ９，６７５，２００円

普通馬連： ２５，６８３，２００円 馬単： １８，６４２，４００円 ワイド【拡大馬連】： １３，８６３，２００円

３連複： ３８，６９９，６００円 ３連単： ６３，４３７，５００円 計： １９６，３６０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ３７０円 � １，０５０円 � ７９０円 枠 連（３－４） １２，１３０円

普通馬連 �� ２３，５５０円 馬 単 �� ４４，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，０３０円 �� ２，３７０円 �� １０，５９０円

３ 連 複 ��� １４２，８１０円 ３ 連 単 ��� ７０９，３５０円

票 数

単勝票数 計 １０７７９３ 的中 � ６６４６（４番人気）
複勝票数 計 １５５８０１ 的中 � １２４７４（４番人気）� ３６８７（１０番人気）� ５０３１（８番人気）
枠連票数 計 ９６７５２ 的中 （３－４） ５８９（２８番人気）
普通馬連票数 計 ２５６８３２ 的中 �� ８０５（５２番人気）
馬単票数 計 １８６４２４ 的中 �� ３０８（９８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３８６３２ 的中 �� ５６３（５６番人気）�� １４６５（２７番人気）�� ３１９（７５番人気）
３連複票数 計 ３８６９９６ 的中 ��� ２００（２４６番人気）
３連単票数 計 ６３４３７５ 的中 ��� ６６（１３０８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．２―３４．７―４７．２―５９．９―１：１２．６―１：２４．９―１：３６．９―１：４８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．０
１
３
９，１２，３（２，６）（４，７，１１）（８，１６）１０（１，１４）－１３，５，１５
９，１２（３，６）（２，１１）（７，１６）（４，１０，１３）（８，１４）（１，５，１５）

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

勝馬の
紹 介

�シシャモフレンド �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

２００５．４．５生 牝５鹿 母 ウェディングバード 母母 リアルサファイヤ ２６戦１勝 賞金 １５，８６８，０００円
初出走 JRA

〔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。
（非抽選馬） １頭 ラパリーガ号


