
順位 よっしぃ～ ローレライ MATCHA なおくん エトピリカ かめお みよりん

1位 シーザリオ シーザリオ ミスアンコール イルーシヴウェーヴ プラウドスペル プラウドスペル

エトピリカ 9 460円 2位 サミター アビラ リアアントニア スタセリタ タピッツフライ シーザリオ

みよりん 11 680円 3位 ミリオンセラー2 ロベルタ ロベルタ ヒアトゥウィン キトゥンカブードル イルーシヴウェーヴ

4位 ソラリア イルーシヴウェーヴ スキア ウィキウィキ ラドラーダ シャンロッサ

5位 カレンチャン ヴァレリカ ジェンティルドンナ サロミナ バディーラ シルヴァースカヤ

よっしぃ～ 6 320円 6位 アーヴェイ キトゥンカブードル ミュージカルロマンス ボンバルリーナ マラコスタムブラダ リリーオブザヴァレー

ローレライ 4 140円 7位 サブラタ キングスローズ リップスポイズン ユニバーサル ウィステリアアーチ ラドラーダ

8位 Steel Princess ジェンティルドンナ ライラックスアンドレース クルソラ シーズアタイガー ヴィルシーナ

9位 カトマンブルー リッスン ウィンターコスモス ミスパスカリ ミクロコスモス タピッツフライ

なおくん 11 680円 10位 ガールオンファイア ナイトマジック バランセラ ウィンターコスモス ロベルタ ヴィアメディチ

みよりん 9 460円 11位 フリーヴァケイション マンデラ スイープトウショウ レジュールダムール アナアメリカーナ ヒルダズパッション

12位 ファーストバイオリン レディシャツィ ネヴァーピリオド ブロードストリート ソラリア ウィルパワー

13位 スターコンドル ラドラーダ エピセアローム ドナウブルー ソングオブサイレンス マルペンサ

:指名馬獲得 14位 トクラットリバー プラウドスペル ウィステリアアーチ メジロアリス メジロツボネ シユーマ

:他者指名済み 15位 ピュアダイヤモンド ダンスインザムード クルソラ Wicked Temper アドマイヤテレサ アドマイヤテレサ

16位 クリアンサス ジュモー スターシップトラッフルズ ココシュニック Nausicaa リアアントニア

17位 Lonely Ahead サロミナ ララア ララア バクシンカーリー プリティカリーナ

18位 タンザナイト シルヴァースカヤ フェルメールブルー マラコスタムブラダ サマーハ サロミナ

1R 420円 19位 レースパイロット スタセリタ Nimue エノラ ピュアチャプレット マジックストーム

2R 700円 20位 Cloud of Smoke スピニングワイルドキャット ダンスインザムード ウーマンシークレット コンテスティッド カンビーナ

3R 180円 21位 グルヴェイグ ドバウィハイツ リリーオブザヴァレー レディシャツィ シャイニングエナジー ココシュニック

4R 140円 22位 クロウキャニオン ハッピーパス ミゼリコルデ ドナブリーニ ブラックエンブレム グローリアスデイズ

5R 430円 23位 コスモマーベラス ブエナビスタ インランジェリー Nausicaa ジュエルトウショウ ファイナルスコア

6R 320円 24位 サニーデイサンデー キャサリンオブアラゴン Life Well Lived スナッチド ピリカ ヒアトゥウィン

7R 330円 25位 ミスアンコール レーヴディソール シアトルサンセット ソベラニア ブラックエンブレム ヘアキティー

8R 1730円 26位 エリンコート レーヴドスカー ガールオンファイア ミラクルレジェンド アグネスサクラ ラストグルーヴ

9R 460円 27位 ワイルドココ インディアナギャル Pashmina クリソプレーズ ゴシップクイーン キングスローズ

10R 170円 28位 マンビア ヴィルシーナ ウェイクミーアップ Garden District ショウリュウムーン ジェンティルドンナ

11R 680円 29位 ミクロコスモス ラストグルーヴ Garden District ティファニーケイス ヘアキティー アナスタシアブルー

12R 440円 30位 ホエールキャプチャ フリーティングスピリット ロザリンド レジェンドトレイル カホマックス インダクティ

31位 フィロンルージュ マルペンサ リードストーリー ブリトマルティス ライフフォーセール

32位 ブラボーデイジー ミスアンコール ゴールデンドックエー Minorette ソベラニア

33位 ブルーミングアレー ライラックスアンドレース ベネンシアドール セットプレイ ジュモー

34位 アイムユアーズ リリーオブザヴァレー レディスキッパー リトルダーリン バランセラ

35位 ツルマルオトメ レディジョアン アンフィルージュ エリンコート クルソラ

36位 ダイヤモンドディーバ ドナブリーニ レッドデセーオ アナアメリカーナ アイムユアーズ

37位 バイユーストーム ダリシア パラダイスコーブ ミュージカルウェイ ブエナビスタ

38位 キャトルフィーユ シャンパンドーロ シユーマ Muravka マンデラ

39位 アルーリングボイス ココシュニック ダリシア ピリカ リッスン

40位 スキッフル アルーリングボイス バディーラ エピックラヴ グローバルピース

41位 エーシンヴァーゴウ アゼリ ダイヤモンドディーバ ドバウィハイツ

42位 ハープスター ファーストバイオリン エレクトラレーン ドナウブルー

43位 バディーラ ファイナルスコア カメリアローズ アビラ

44位 ニホンピロルピナス レディアルバローザ ロイヤルヴォルト ロベルタ

45位 レッドエルザ Steel Princess ゴールデンドックエー

46位 ラヴズオンリーミー ロードクロサイト

47位 ミュージカルロマンス リップルスメイド

48位 ブルーミングアレー ホエールキャプチャ

49位 チェロキー2 オーサムフェザー

50位 エーゲリア スネガエクスプレス

51位 スタイルリスティック

52位 ブルーミングアレー

53位 ダンスインザムード

54位 スカーレット

55位 レイカーラ

56位 ヴァレリカ

57位 カサブランカスマイル

58位 ファーストバイオリン

59位 プリンセスオブシルマー

60位 レディアルバローザ

61位 コスモチェーロ

62位 シルキーラグーン

63位 レーヴドスカー

64位 ワイルドココ

65位 リアライズキボンヌ

数列 6,3,8,12,1,10,9,4,11,2 4.6.7.1.8.11.3.5.12.9 8,11,9,2,4,8,11,9,2,4 11,7,5,8,2,3,6,1,10,12 9,3,5,12,1,4,8,11,2,7 11,9,7,8,10,3,4,11,7,9
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