
１７０９３ ７月１２日 曇 良 （２１福島２）第８日 第９競走 ��
��１，７００�

ひ こ ぼ し

彦 星 賞
発走１４時３５分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２０．７．１２以降２１．７．５まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．８

良

不良

５８ ケイアイコンセプト 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹 �啓愛義肢材料販売所 小西 一男 新冠 新冠橋本牧場 ５３２± ０１：４５．２ ３．８�

４６ フレンチノワール 牝４鹿 ５４ 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４７０－ ４１：４５．３クビ ５．７�
３４ � ドリームプレイ 牝４鹿 ５１ 江田 照男�富美男企画 鈴木 勝美 新冠 隆栄牧場 ５２６＋ ６１：４５．４� ２５．２�
１１ グラスブラスト 牡４青鹿５６ 田中 勝春半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５００－ ６ 〃 ハナ ９．３�
８１５ ディオスクロイ 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ４ 〃 クビ ３．７�
６１１ ジェントルフォーク 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４７２－ ２１：４５．５クビ ６．４	
２２ タマモスクワート 牡４鹿 ５５ 吉田 隼人タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ４８４－ ４１：４５．７１� ７．７

２３ � グラスゴッド 牡５栗 ５３ 西田雄一郎半沢� 大江原 哲 浦河 中神牧場 ４７６± ０ 〃 クビ １００．４�
６１０ セイウンマル 牡６黒鹿５４ 北村 宏司西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４６２＋ ４１：４６．５５ ３０．３�
４７ マイネルトラヴェル 牡６青鹿５４ 柴山 雄一 �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 ４７６－ ４１：４６．７１� ７９．４
７１３ チャイニーズフレア 牝５鹿 ５１ 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４６４＋１０１：４６．８� ６５．４�
５９ プレンティスピード 牡７栗 ５３ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 佐々木亜良 静内 ビツグレツドフアーム B４５８－ ８１：４６．９クビ １０６．９�
８１４ スマートダズル 牝３鹿 ５０ 伊藤 工真�グランド牧場 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４４８－ ２１：４７．１１	 ４１．３�
７１２
 ドノバンシチー 牡６栗 ５４ 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 米 John

O’Meara ５２０＋ ４１：４８．２７ １２５．１�
３５ � ツルマイクィーン 牝８栗 ５０ 柴田 大知平岩 健一氏 佐々木亜良 三石 平岩牧場 B４６８＋ ６ 〃 クビ ３８５．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，７７３，２００円 複勝： ４７，０１１，４００円 枠連： ２８，５９３，７００円

普通馬連： １４９，９３４，５００円 馬単： ８６，３１３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，４６７，８００円

３連複： １５０，２７５，１００円 ３連単： ３０５，２７７，９００円 計： ８３６，６４６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � ２１０円 � ５４０円 枠 連（４－５） １，１８０円

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� １，４５０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� ８，２８０円 ３ 連 単 ��� ３２，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２９７７３２ 的中 � ６２８８２（２番人気）
複勝票数 計 ４７０１１４ 的中 � ９５７０７（２番人気）� ５９７８３（３番人気）� １７４６１（８番人気）
枠連票数 計 ２８５９３７ 的中 （４－５） １７９１４（６番人気）
普通馬連票数 計１４９９３４５ 的中 �� ９９３０５（３番人気）
馬単票数 計 ８６３１３０ 的中 �� ３２３３９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９４６７８ 的中 �� ２３９５８（３番人気）�� ６４１４（１７番人気）�� ５８６５（１９番人気）
３連複票数 計１５０２７５１ 的中 ��� １３４０７（２２番人気）
３連単票数 計３０５２７７９ 的中 ��� ６８６０（９９番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．３―１１．５―１２．６―１２．７―１２．６―１２．３―１２．３―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．５―３０．０―４２．６―５５．３―１：０７．９―１：２０．２―１：３２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．３
１
３
４（６，１２）１４－１５，３（２，８）（１，１０）（５，９）１３（７，１１）
４（６，１５，１１）（３，２，１２，１４，８）１（１３，７）（９，１０）５

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

勝馬の
紹 介

ケイアイコンセプト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Woodman デビュー ２００７．１２．２３ 中京７着

２００５．２．１８生 牡４鹿 母 ジョディーディア 母母 Graceful Jody １１戦４勝 賞金 ４５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マチカネミノリ号
（非抽選馬） １頭 ワンダフルドーラ号


