
名前 よっしぃ～ MATCHA かめお みよりん ローレライ エトピリカ レース 単勝配当

No. 5,3,12,9,11,8,2,4,6,7 9,/6/,4,12,9,6,4,12,6,9 9/.6/.8.10.5.9.11.8.10.4 10/,1/,2/,12,9,3,4,11,10,1 5./4.3.2.1..6.7.8.9.12 12/.9/.3.10.1.2.3.9.10.12 1R 180

1位 サマーハ クロウキャニオン コンドコマンド ドバイマジェスティ フォーチュンワード シーザリオ 2R 160

2位 ダンサーデスティネイション バラダセール シンハライト クロウキャニオン レディオブオペラ バラダセール 3R 250

3位 アディクティド コンドコマンド カルティカ ジョコンダ２ ダンサーデスティネイション クロウキャニオン 4R 600

4位 アゲヒバリ レッドファンタジア フィオドラ ピラミマ カルティカ リュズキナ 5R 470

5位 シーフロント ミクロコスモス シーヴ シーヴ ドバイマジェスティ アパパネ 6R 1110

6位 ストロベリーフェア ダイヤモンドディーバ ウィラビーオーサム コンドコマンド シーリーコート シーヴ 7R 350

7位 レディオブヴェニス ダンサーデスティネイション シアードラマ バラダセール ヒストリックスター チェリーコレクト 8R 550

8位 Straight Girl ウェイヴェルアベニュー シーオブラブ フォエヴァーダーリング ミュージカルウェイ コンテスティッド 9R 430

9位 グローリアスデイズ レディオブオペラ トゥザハピネス ヴィルシーナ レジェトウショウ ウェイヴェルアベニュー 10R 500

10位 エルダンジュ アドマイヤキラメキ イングリッド ラストグルーヴ キャンディネバダ セレスタ 11R 410

11位 パスオブドリームズ ストロベリーフェア ラルシュドール アイムユアーズ マイグッドネス ラッドルチェンド 12R 890

12位 エミネントシチー アブソリュートレディ マイスフォルテ トップセラー アメリ ダンサーデスティネイション

13位 オールドパサデナ ウィラビーオーサム タマユラ テンプルステイ イタリアンレッド メリッサ

14位 Sacred Feather スイープトウショウ アドマイヤキラメキ ポリネイター バランセラ メーヴェ

15位 コスモアクセス Straight Girl シングライクバード エピックラヴ ラドラーダ メジロトンキニーズ MATCHA 9 430

16位 ストロベリーズ テンプルステイ メチャコルタ アディクティド アディクティド プラウドスペル エトピリカ 12 890

17位 オペラデイム クイーンカトリーン リボンフラワー メジロトンキニーズ コンテスティッド シェルズレイ

18位 リュヌドサーブル ハウオリ ケイアイガーベラ ウェイヴェルアベニュー バラダセール Taste Of Heaven

19位 メチャコルタ ピラミマ ブリッツフィナーレ ノーブルジュエリー ステファニーズキトゥン Careless Jewel かめお 9 430

20位 ナショナルホリデー クイーンオブトロイ シーズインクルーデッド マイグッドネス アパパネ ドリームライター ローレライ 5 470

21位 スマートオーシャン ルモスティ プリンセスルシータ ステファニーズキトゥン ノーブルステラ ダイヤモンドディーバ

22位 ヴァバーウエン ヴェルダ ノーブルステラ ヒルダズパッション シンハディーパ テンプルステイ

23位 エーシンブイムード ヴァリディオル レディオブオペラ アドマイヤキラメキ セレスタ コンクエストハーラネイト かめお 6 1110

24位 バスラットアマル カルティカ ポルトフィーノ ヴィアンローズ オールザウェイベイビー アンティフォナ みよりん 10 500

25位 ドリームライター スキア キャットコイン ウリウリ ピラミマ ターフローズ

26位 ワイルドラズベリー シャンロッサ レディオブヴェニス ライラックスアンドレース ウィキッドリーパーフェクト ラックビーアレディトゥナイト

27位 レッドヴィラーゴ ココロノアイ ジェニサ リトルゲルダ マリアライト ローブティサージュ MATCHA 6 1110

28位 エアジェルブロワ ケープジャスミン イサベル コンテスティッド シュペトレーゼ スノーパイン みよりん 1 180

29位 レッドエルザ ポロンナルワ バランセラ シユーマ カイゼリン ルモスティ

30位 スターコレクション セレスタ カイゼリン ペルヴィアンリリー ノーブルジュエリー Minorette

31位 マミモナ ウィキッドリーパーフェクト Turfdonna シャムロッカー アブソリュートレディ リトルゲルダ みよりん 2 160

32位 ベルモントヤマユリ アメリ ヴェルダ ドナブリーニ モヒニ アブソリュートレディ エトピリカ 9 430

33位 Sweet Chant グランデアモーレ サイレントソニック ゴールデンドックエー ミッドナイトフラッシュ バスラットアマル

34位 ケトルワンアップ Summer Fete マラコスタムブラダ シャンロッサ Arctic Freedom レネットグルーヴ

35位 パラダイスリッジ High Fidelity ソシオロガインク ミクロコスモス Amour Briller トップモーション

36位 ココロノアイ プレミアステップス ウインドストリーム レッドファンタジア クロウキャニオン ゴールドグレース

37位 ドゥケシーナ カラズマッチポイント マイグッドネス ダンサーデスティネイション コンドコマンド クーデグレイス

38位 カウントオンミー エクシードリミッツ イルーシヴキャット ダイヤモンドディーバ サマーハ エルダンジュ

39位 フォーエバーダンス キングスミール ダノンジャンヌ ラドラーダ シーヴ ザガールインザットソング

40位 フォーチュンワード ベルスリーブ ケイティーズハート エクセレンス２ ドバウィハイツ クロノロジスト

41位 ウィステリアアーチ パスオブドリームズ シルヴァースカヤ フィロンルージュ セリエンホルデ

42位 フリティラリア ロベルタ ノーブルジュエリー コンクエストハーラネイト トップモーション

43位 サイレントソニック マドモアゼルドパリ シャムロッカー チェリーコレクト バウンスシャッセ

44位 シンメイミヤビ スピニングワイルドキャット フラーテイシャスミス アパパネ メルヴェイユドール

45位 マイネアンティーク マリーシャンタル シェルエメール ドバウィハイツ キャットコイン

46位 レッドヴァージン マリアライト タミーン ジェニサ ボシンシェ

47位 アステュート プロヴィナージュ ラッドルチェンド ヘアキティー ジプシーハイウェイ

48位 スーパーマダム モシーン ブランネージュ ジェンティルドンナ カンビーナ

49位 サトノアスカ スピードリッパー ランズエッジ トゥアーニー ナイトマジック

50位 アブソルートライン アポロティアラ レッドカチューシャ ドリーフォンテイン

51位 レインボーマリーン Straight Girl

52位 フレンチサマー バウンスシャッセ

53位 マイネソルシエール ポルトフィーノ

54位 ウインリバティ アゲヒバリ

55位 ラタフィア シルヴァースカヤ

56位 スティールパス スウィートリーズン

57位 レチャーダ シックスイス

58位 オウケンハナミズキ カンビーナ

59位 イントゥザストーム シングライクバード

60位 ザッハトルテ ワイ

61位 Nannina

62位 カイゼリン

63位 イクスキューズ

64位 ウィキッドリーパーフェクト

65位 ゴジップガール

66位

67位

68位

69位

70位

バラダセール

カルティカ
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テンプルステイ

メジロトンキニーズ


