
３００３５１０月２８日 晴 稍重 （１８福島３）第３日 第１１競走 ��
��１，７００�福 島 放 送 賞

発走１５時３０分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
福島放送賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

８１４�� テンシノコンコルド 牡３青 ５５ 中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 門別 法理牧場 ４８８－ ６１：４４．８ ４．５�

４７ シルクストリート 牡４栗 ５７ 中舘 英二有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ５３４＋ ６ 〃 アタマ ５．５�
６１０�� カシノバズライト 牡４鹿 ５７ 塚田 祥雄柏木 務氏 梅内 忍 門別 千葉飯田牧場 B４７２－ ２１：４５．１１	 ２９．４�
５８ 
 リオサンバシチー 牡６鹿 ５７ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 加

Black Canyou
Thoroughbreds
Ltd.

５１２＋１６ 〃 ハナ ４７．７�
４６ ゴッドセンド 牡４黒鹿５７ 服部 剛史西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４７６－ ２１：４５．３１� １１．７�
３５ グランドハリケーン 牡５鹿 ５７ 吉永 護	グランド牧場 松山 康久 静内 グランド牧場 ４７２＋ ６１：４５．７２� １８．６

５９ � ゼットコマンダー 牡３黒鹿５５ 古川 吉洋	フォーレスト 池添 兼雄 静内 原 伸幸 ４６２＋ ４１：４５．９１ ５０．２�
３４ エドノドリーム 牡５鹿 ５７ 小林 淳一遠藤 喜松氏 内藤 一雄 三石 沖田 忠幸 ４４４－ ８１：４６．１１� ４４．４�
１１ マナーハウス 牡３黒鹿５５ 大野 拓弥吉田 勝己氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４９４± ０ 〃 アタマ ３．１
２２ ワンダースピード 牡４黒鹿５７ 赤木高太郎山本 信行氏 湯浅 三郎 三石 フクダファーム ４５８－ ４１：４６．４１	 ８３．９�
６１１ マイネルトラヴェル 牡３青鹿５５ 松田 大作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４６６± ０ 〃 アタマ ２２．０�
８１５� パントマイミスト 牡５栗 ５７ L．イネス �ダイリン 大久保龍志 門別 大沢育成牧場 ４６４± ０１：４７．２５ １８．７�

（新）

７１２ カネマサデューク 牡５黒鹿５７ A．スボリッチ 植田 忠司氏 嶋田 潤 門別 庫宝牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ７．７�
（独）

２３ エスユーガーデン 牡６芦 ５７ 鈴来 直人楳津 繁氏 鈴木 勝美 新冠 勝川牧場 ４７０－ ２１：４８．２６ １６６．１�
７１３�� アドマイヤマントル 牡３鹿 ５５ 村田 一誠近藤 利一氏 古賀 史生 静内（有）下河辺トレー

ニングセンター ４９４± ０１：４９．５８ ２０．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，０７６，４００円 複勝： ２５，７３４，６００円 枠連： ３９，５９９，７００円

普通馬連： １４４，４１３，８００円 馬単： １００，２６２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，１８１，９００円

３連複： １３４，９４８，５００円 ３連単： ３２４，６３９，１００円 計： ８２２，８５６，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２００円 � ２６０円 � ６００円 枠 連（４－８） ８４０円

普通馬連 �� １，６００円 馬 単 �� ３，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� ２，０４０円 �� ３，２９０円

３ 連 複 ��� １７，５２０円 ３ 連 単 ��� ７０，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２１０７６４ 的中 � ３７２０３（２番人気）
複勝票数 計 ２５７３４６ 的中 � ３９７５１（２番人気）� ２６９５３（４番人気）� ９４１８（１０番人気）
枠連票数 計 ３９５９９７ 的中 （４－８） ３５０４０（５番人気）
普通馬連票数 計１４４４１３８ 的中 �� ６６７７０（５番人気）
馬単票数 計１００２６２９ 的中 �� ２３７１０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２１８１９ 的中 �� １１０１９（５番人気）�� ３８２０（２６番人気）�� ２３３２（３９番人気）
３連複票数 計１３４９４８５ 的中 ��� ５６８５（５８番人気）
３連単票数 計３２４６３９１ 的中 ��� ３３７８（２１６番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．０―１１．５―１２．４―１２．３―１２．３―１３．１―１２．７―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．７―２９．２―４１．６―５３．９―１：０６．２―１：１９．３―１：３２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
テンシノコンコルド �

�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Private Account デビュー ２００５．１１．５ 京都３着

２００３．３．２生 牡３青 母 タブロイドタトル 母母 Top News ９戦３勝 賞金 ３６，７９２，０００円
〔制裁〕 ゼットコマンダー号の騎手古川吉洋は，４コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※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。
（非当選馬） １頭 ウインプログレス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。


