
３０１０１１１月２０日 晴 良 （２２福島３）第９日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時４０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

６１２ アスカトップレディ 牝３黒鹿 ５３
５２ ☆丸山 元気上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４５４± ０１：５８．８ ２．６�

７１４ エスピナアスール 牝３黒鹿 ５３
５０ ▲平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 ４６４－ ４１：５９．２２� ２５．４�

７１３ ハッピーパレード 牝４黒鹿５５ 田中 健馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４４８－ ２１：５９．４１� ４．２�
８１６ ビューティファイン 牝４栗 ５５ 津村 明秀阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４８６＋ ６１：５９．８２� ２９．１�
６１１ ウインマリアベール 牝３栗 ５３ 吉田 隼人�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４２± ０１：５９．９� １２．４�
４７ サムワントゥラブ 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 門別 シンコーファーム ４６２－１０ 〃 クビ ５５．６�
２３ ダッシュアキチャン 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲国分 優作遠藤 喜松氏 成島 英春 三石 沖田 忠幸 ４５４－ ２２：００．０� ４４．３	
１１ ポルトゥエンセ 牝３黒鹿５３ 小牧 太 
社台レースホース粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４９０＋ ８２：００．１クビ ３７．０�
８１５ 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 ４３６－ ８ 〃 ハナ １６．２�
５１０ シャルルヴォア 牝３黒鹿５３ 藤岡 康太 
サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ５０８± ０ 〃 アタマ １５．１
５９ レディパレード 牝３鹿 ５３ 武 幸四郎 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム ４８８－１０２：００．２� ５９．１�
１２ レッドジュエル 牝４鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ５１０＋ ６ 〃 アタマ １５９．２�
３６ トーセンフリージア 牝３鹿 ５３ 吉田 豊島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４８６＋ ８２：００．３クビ ４６．３�
４８ ク ヴ ァ ル ダ 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦 
サンデーレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋ ６ 〃 クビ ３９．２�
２４ クリスマスキャロル 牝３栗 ５３ 中舘 英二 
社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４３０± ０２：００．４クビ ４．９�

（１５頭）
３５ メイショウシーマ 牝５鹿 ５５ 宮崎 北斗松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １１，５５３，０００円 複勝： １９，８８６，１００円 枠連： ９，５８９，０００円

普通馬連： ２３，６８７，７００円 馬単： １８，５８２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２，３９６，５００円

３連複： ３７，４７６，７００円 ３連単： ５３，５９６，５００円 計： １８６，７６７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ６１０円 � １６０円 枠 連（６－７） ３６０円

普通馬連 �� ４，５７０円 馬 単 �� ５，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５５０円 �� ２５０円 �� ２，６５０円

３ 連 複 ��� ８，０６０円 ３ 連 単 ��� ３５，４５０円

票 数

単勝票数 差引計 １１５５３０（返還計 ５０） 的中 � ３６１７５（１番人気）
複勝票数 差引計 １９８８６１（返還計 ６０） 的中 � ４７９９５（１番人気）� ５７３４（９番人気）� ３５９５２（２番人気）
枠連票数 差引計 ９５８９０（返還計 １ ） 的中 （６－７） ２０１７４（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ２３６８７７（返還計 １３２） 的中 �� ３８２８（１４番人気）
馬単票数 差引計 １８５８２２（返還計 １０７） 的中 �� ２３０９（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １２３９６５（返還計 ９７） 的中 �� １７６５（１６番人気）�� １５３６９（１番人気）�� １０１２（３２番人気）
３連複票数 差引計 ３７４７６７（返還計 ６３２） 的中 ��� ３４３３（２４番人気）
３連単票数 差引計 ５３５９６５（返還計 １０８０） 的中 ��� １１１６（９１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．７―１２．０―１２．３―１２．４―１１．７―１２．０―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．２―３４．９―４６．９―５９．２―１：１１．６―１：２３．３―１：３５．３―１：４７．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アスカトップレディ �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 Shaadi デビュー ２００９．１２．５ 阪神９着

２００７．３．１３生 牝３黒鹿 母 タガノシャーディ 母母 イ ン バ レ ル １１戦２勝 賞金 ３２，７６８，０００円
〔出走取消〕 メイショウシーマ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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 クリアキー号・チェンジオブシーン号・ドナフュージョン号・ベイルリ号・ヤマニンアロンディ号


