
３００７２１１月９日 曇 良 （２０福島３）第６日 第１２競走 ��２，０００�
ひ ば ら こ

檜 原 湖 特 別
発走１６時００分 （芝・右）

牝，３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
賞 品

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

３５ サクラドルチェ 牝３栗 ５３ 北村 友一�さくらコマース池江 泰郎 静内 新和牧場 ５１８－ ８２：０１．４ ４．０�

６１１ ニシノレイチェル 牝３栗 ５３ 松田 大作西山 茂行氏 北出 成人 鵡川 西山牧場 ４９４＋ ６２：０１．５� ６．１�
５９ ヴァリアントレディ 牝３青鹿５３ 中舘 英二 �サンデーレーシング 中尾 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３０＋ ２２：０１．８１� ３．２�
１２ ラブエッセンス 牝３鹿 ５３ 的場 勇人ディアレスト 秋山 雅一 三石 水丸牧場 ４７４－ ６２：０１．９� ７１．３�
８１５ ニシノフェリーチェ 牝４栗 ５５ 古川 吉洋西山 茂行氏 浅見 秀一 鵡川 西山牧場 ４２４± ０ 〃 クビ １６．２�
７１３ マイネソシオ 牝３青鹿５３ 芹沢 純一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岡田 稲男 新冠 コスモヴューファーム ４１８－ ２ 〃 ハナ ４７．０	
４７ アフェランドラ 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎 �ノースヒルズマネ

ジメント 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２＋ ２ 〃 アタマ ３９．２

３６ ステイウィズユー 牝３青鹿５３ 三浦 皇成吉田 和子氏 堀 宣行 浦河 桑田 正己 ４２６－１２２：０２．０クビ ４．０�
５１０ メイショウデイジー 牝３鹿 ５３ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４４０＋ ２２：０２．３１� ３９．８�
７１４ サチノラパシオン 牝３鹿 ５３ 安藤 光彰笹地 清幸氏 加藤 和宏 浦河 笹地牧場 ４３６－ ４２：０２．４� ４６．９
２３ コスモスプラッシュ 牝３鹿 ５３ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 谷原 義明 新冠 ビッグレッドファーム ４１６－ ４ 〃 クビ ５０．５�
６１２ トロピカルロマンス 牝３鹿 ５３ 武 英智小川 勲氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４３２± ０２：０２．５クビ ２３０．１�
８１６ アルファメガハート 牝３鹿 ５３ 木幡 初広�貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４５６－ ４ 〃 クビ ３４．２�
２４ リワードモンシェリ 牝３鹿 ５３ 菊沢 隆徳宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社

リワード ４４４＋ ８ 〃 ハナ ２５．８�
４８ � マコトヴェロニカ 牝３鹿 ５３ 津村 明秀眞壁 明氏 武市 康男 様似 出口 繁夫 ４２２－ ２２：０３．６７ １８１．９�
１１ タイキティファニー 牝３青鹿５３ 田辺 裕信�大樹ファーム 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４４８± ０２：０５．０９ ７７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７３１，８００円 複勝： ２８，１９５，８００円 枠連： ２２，１８１，０００円

普通馬連： ７２，４８８，６００円 馬単： ５０，７３３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５７６，９００円

３連複： ９２，３１１，０００円 ３連単： ２１２，１１９，３００円 計： ５２０，３３８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � １５０円 枠 連（３－６） ７６０円

普通馬連 �� １，５６０円 馬 単 �� ２，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ２７０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，６７０円 ３ 連 単 ��� ８，６３０円

票 数

単勝票数 計 １９７３１８ 的中 � ３９００３（３番人気）
複勝票数 計 ２８１９５８ 的中 � ５４３１５（２番人気）� ４１９４０（４番人気）� ５５１７３（１番人気）
枠連票数 計 ２２１８１０ 的中 （３－６） ２１７１０（３番人気）
普通馬連票数 計 ７２４８８６ 的中 �� ３４４３６（６番人気）
馬単票数 計 ５０７３３７ 的中 �� １５３４７（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５７６９ 的中 �� １０７８９（６番人気）�� ２２９４６（１番人気）�� １２５１９（４番人気）
３連複票数 計 ９２３１１０ 的中 ��� ４０９５２（４番人気）
３連単票数 計２１２１１９３ 的中 ��� １８１４５（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．４―３５．２―４７．７―１：０１．０―１：１３．９―１：２６．１―１：３８．２―１：４９．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクラドルチェ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．７．６ 阪神２着

２００５．４．１６生 牝３栗 母 サクラプレステージ 母母 サクラクレアー ４戦２勝 賞金 １８，６５３，０００円
〔騎手変更〕 リワードモンシェリ号の騎手千葉直人は，第２競走での入線後の落馬負傷のため菊沢隆徳に変更。
〔発走状況〕 タイキティファニー号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 ディアプリマ号


