
３００２９１０月３０日 雨 良 （２２福島３）第３日 第５競走 ２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時５０分 （芝・右）

若手騎手，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
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

８１３ キングシャーロット 牡３鹿 ５５ 田中 健馬場 幸夫氏 浅見 秀一 新ひだか 上村 清志 ４５０－ ８２：００．０ ２０．０�

８１２ キンセイポラリス 牡４鹿 ５７ 船曳 文士山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 ３９６－ ４２：００．２１� ２５．４�
６９ ゲットアヘッド 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲国分 優作武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４７８＋ ６２：００．５１� １９．３�
５６ � トレノソルーテ �４鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太廣崎 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５２０＋ ２ 〃 アタマ ８６．８�
７１１ ツヨイキモチ 牝３鹿 ５３ 千葉 直人宮城 寛也氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－ ４２：００．６クビ １５．６�
２２ マイネソシオ 牝５青鹿５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４３０－ ４ 〃 クビ １３．１�
６８ マドリガルスコア 牝３黒鹿 ５３

５２ ☆丸山 元気下河辺隆行氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 ４５８－ ４２：００．８１� ２．７	
１１ アムールエテルネル 牝３栗 ５３ 池崎 祐介岩� 僖澄氏 宮 徹 新冠 山岡ファーム ４２８－ ４２：０１．３３ ３５．２

４４ キングスチャペル 牡４鹿 ５７

５４ ▲平野 優渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４８０＋１２２：０１．７２� ７．８�
７１０ ディアキングサン 牡３栗 ５５

５２ ▲水口 優也寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４９８＋ ４２：０１．８クビ １２４．７�
５７ � ホーカーシーホーク 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 曾我 博 ４５０＋ ４２：０２．２２� ２６．２
３３ メジロジェラルド 牡３黒鹿５５ 黛 弘人�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５１２＋ ４２：０２．３� ６．６�
４５ � トウショウデザイア 牡４鹿 ５７ 荻野 琢真トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５０＋ ２２：０２．７２� ４．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，３６１，２００円 複勝： ２０，９３１，５００円 枠連： １３，０９１，７００円

普通馬連： ３５，４５４，８００円 馬単： ２８，２１６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，２９６，９００円

３連複： ５０，１６１，１００円 ３連単： ８７，０６５，２００円 計： ２６５，５７８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０００円 複 勝 � ６５０円 � ５５０円 � ５５０円 枠 連（８－８） １３，１７０円

普通馬連 �� １４，８５０円 馬 単 �� ３０，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４００円 �� ４，９２０円 �� ４，６６０円

３ 連 複 ��� ７１，３３０円 ３ 連 単 ��� ５２２，４００円

票 数

単勝票数 計 １４３６１２ 的中 � ５６６０（８番人気）
複勝票数 計 ２０９３１５ 的中 � ８３２９（９番人気）� １００６９（８番人気）� １０１９１（７番人気）
枠連票数 計 １３０９１７ 的中 （８－８） ７３４（２９番人気）
普通馬連票数 計 ３５４５４８ 的中 �� １７６２（４４番人気）
馬単票数 計 ２８２１６４ 的中 �� ６８０（９０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６２９６９ 的中 �� １１８６（４０番人気）�� ８１３（５１番人気）�� ８５９（５０番人気）
３連複票数 計 ５０１６１１ 的中 ��� ５１９（１６８番人気）
３連単票数 計 ８７０６５２ 的中 ��� １２３（１０４４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１０．７―１１．９―１２．６―１２．８―１２．７―１２．３―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２２．８―３３．５―４５．４―５８．０―１：１０．８―１：２３．５―１：３５．８―１：４７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．５
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

キングシャーロット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００９．７．１９ 小倉３着

２００７．２．７生 牡３鹿 母 クラッシーシャーロット 母母 Classy Mirage １６戦２勝 賞金 １９，６５０，０００円


