
１６０１４ ６月２０日 曇 良 （２２福島２）第２日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

７１３ ハッピーライフ 牝３栗 ５４ 石神 深一江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 ４４０＋ ４１：４６．５ ４．３�

３５ ビジュートップス 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４２６－ ４１：４７．８８ ４．０�
５９ ラヴァリーウィッチ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩村中 徳広氏 池上 昌弘 新冠 川上 悦夫 ４３８＋ ４１：４８．５４ ２５．６�
６１０ ヤマニンフィズ 牝３芦 ５４ 柴田 大知土井 薫氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ４７６＋１８１：４８．７１� １８．８�
７１２ ママズディッシュ 牝３芦 ５４ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ６ 〃 クビ ３．２�
６１１ マイネスペラーレ 牝３栗 ５４ 松岡 正海 �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 ４７６＋ ６１：４９．０１� ６．４	
５８ フラメンコスケッチ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太長塩 豊氏 清水 英克 青森 一山育成牧場 ４５０＋１２１：４９．１� ２９．１

８１４ カシマパステル 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４４８＋ ６１：４９．２� ３３．０�
１１ マイネアイーダ 牝３黒鹿 ５４

５２ △伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 浦河 不二牧場 ４４４＋ ４１：４９．３� １４．８�

４６ キンショールビー 牝３黒鹿５４ 吉田 豊礒野日出夫氏 田島 俊明 浦河 宮村牧場 ４３８＋ ２１：４９．４� ４６．４
８１５ カンタベリードール 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥峰 哲馬氏 鈴木 勝美 新ひだか 藤吉牧場 ４５４＋１６１：４９．９３ ６４．８�
４７ プリティエンジェル 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ５０８－ ４ 〃 アタマ ６９．６�
２３ チェアフルハイジ 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太 MOSパートナーシップ 久保田貴士 浦河 有限会社
吉田ファーム ４１４－１４１：５１．０７ １１２．３�

２２ サチノグッドラック 牝３栗 ５４ 中舘 英二佐藤 幸彦氏 畠山 吉宏 日高 豊洋牧場 ４８４＋ ４１：５１．６３� １０２．８�
３４ サンタイコウ 牝３栗 ５４ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４２４＋ ６１：５２．７７ １５７．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，０８３，８００円 複勝： １９，３０１，２００円 枠連： １５，３６２，０００円

普通馬連： ４３，７９１，０００円 馬単： ２９，１３８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１１７，５００円

３連複： ５２，９６７，１００円 ３連単： ７５，４５６，２００円 計： ２６４，２１７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � ２００円 � １８０円 � ５３０円 枠 連（３－７） ３８０円

普通馬連 �� ９１０円 馬 単 �� １，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� １，８６０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ７，６００円 ３ 連 単 ��� ２６，４３０円

票 数

単勝票数 計 １２０８３８ 的中 � ２２２３９（３番人気）
複勝票数 計 １９３０１２ 的中 � ２６９７９（４番人気）� ３４４３３（２番人気）� ７５４９（７番人気）
枠連票数 計 １５３６２０ 的中 （３－７） ３０２６１（１番人気）
普通馬連票数 計 ４３７９１０ 的中 �� ３５５２６（４番人気）
馬単票数 計 ２９１３８６ 的中 �� １１７９１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１１７５ 的中 �� ９８０６（３番人気）�� ２０２６（２４番人気）�� ２７２６（１６番人気）
３連複票数 計 ５２９６７１ 的中 ��� ５１４４（２７番人気）
３連単票数 計 ７５４５６２ 的中 ��� ２１０７（７４番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．２―１１．４―１１．９―１２．８―１２．８―１２．９―１２．８―１３．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―２９．５―４１．４―５４．２―１：０７．０―１：１９．９―１：３２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．５
１
３
１３－（５，７，１４）１０（１，１２）３，８，９（６，１１，１５）２，４
１３＝（５，１４）（１０，７，１２）（８，９）１－３（６，１１）－１５（２，４）

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

勝馬の
紹 介

ハッピーライフ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ポリッシュパトリオット デビュー ２００９．１１．１ 東京１０着

２００７．２．１９生 牝３栗 母 パーフェクトライフ 母母 ビクトリーマッハ ７戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サチノグッドラック号・サンタイコウ号は，平成２２年７月２０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） ３頭 アースシャネル号・エステーハート号・クレバーリボン号
（非抽選馬） １頭 セレスティアル号


