
２７０４７１０月１３日 晴 良 （２４東京４）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�第６０回府中牝馬ステークス（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・左）
牝，３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５２�４歳以上
５４�，２３．１０．１５以降GⅠ競走１着馬２�増，GⅡ競走１着馬１�増，２３．１０．１４以前のGⅠ
競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

府中市長賞（１着）
賞 品

本 賞 ５１，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，７００，０００円 ５，１００，０００円
付 加 賞 １，２４６，０００円 ３５６，０００円 １７８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

７１４ マイネイサベル 牝４鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 ４７０－１０１：４５．５ ３１．８�

４８ スマートシルエット 牝５鹿 ５４ 蛯名 正義大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：４５．６� １０．０�
６１１ ドナウブルー 牝４鹿 ５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４３２－ ６１：４５．７� ２．８�
８１６ レインボーダリア 牝５栗 ５４ 柴田 善臣田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４６２＋ ６１：４５．９１ ２８．７�
３６ マルセリーナ 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４６０＋１０ 〃 クビ ８．５�
３５ ゴールデングローブ 牝４栗 ５４ 勝浦 正樹 H.R.H．プリンセス・ハヤ 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６０＋ ２ 〃 アタマ ２１．５	
１２ エーシンリターンズ 牝５栗 ５４ 北村 宏司�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４６４＋ ２ 〃 アタマ ８．７

７１３ オールザットジャズ 牝４鹿 ５４ 藤岡 佑介市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４３８－１２１：４６．０� １２．５�
５９ アニメイトバイオ 牝５栗 ５４ 丸山 元気バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ６ 〃 クビ ７１．２�
２３ アプリコットフィズ 牝５黒鹿５４ 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４４４＋ ２１：４６．１クビ １９．２
８１７ ホエールキャプチャ 牝４芦 ５６ 横山 典弘嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ ４．３�
２４ クリスマスキャロル 牝５栗 ５４ 秋山真一郎 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４４４± ０ 〃 クビ ４２．５�
５１０	 メ ー ヴ ェ 牝４黒鹿５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 D. D. and Mrs

Jean P. Clee ４６０＋ ４１：４６．３１ ５１．４�
１１ メルヴェイユドール 牝５黒鹿５４ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２－ ４ 〃 アタマ ２３３．７�
６１２ シースナイプ 牝５鹿 ５４ 丹内 祐次松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４４２－ ６１：４６．５１� １２６．６�
４７ プティプランセス 牝６鹿 ５４ 武士沢友治中山 芳樹氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 ４８２＋ ４１：４７．３５ ２５９．３�
８１５ エリンコート 牝４黒鹿５５ 石橋 脩吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４７０－ ４１：４７．９３� ５１．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １０９，３１７，２００円 複勝： １９２，９３３，０００円 枠連： ８８，０４４，５００円

馬連： ４８３，４８６，２００円 馬単： ２３１，９８５，６００円 ワイド： １８５，８７２，９００円

３連複： ６９８，３５４，１００円 ３連単： １，２００，１５５，８００円 計： ３，１９０，１４９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１８０円 複 勝 � ６４０円 � ３１０円 � １５０円 枠 連（４－７） ４，１８０円

馬 連 �� １８，７２０円 馬 単 �� ４６，４８０円

ワ イ ド �� ３，８２０円 �� １，６８０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １５，６４０円 ３ 連 単 ��� １７３，５４０円

票 数

単勝票数 計１０９３１７２ 的中 � ２７１７１（１０番人気）
複勝票数 計１９２９３３０ 的中 � ５９６９０（１０番人気）� １４８８５６（５番人気）� ４８１０５６（１番人気）
枠連票数 計 ８８０４４５ 的中 （４－７） １５５５５（１９番人気）
馬連票数 計４８３４８６２ 的中 �� １９０６５（５２番人気）
馬単票数 計２３１９８５６ 的中 �� ３６８４（１１４番人気）
ワイド票数 計１８５８７２９ 的中 �� １１４３６（４６番人気）�� ２６８１１（１８番人気）�� ７９２６０（３番人気）
３連複票数 計６９８３５４１ 的中 ��� ３２９７４（５１番人気）
３連単票数 計１２００１５５８ 的中 ��� ５１０４（５１８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．７―１２．１―１２．１―１１．８―１１．３―１１．２―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３５．５―４７．６―５９．７―１：１１．５―１：２２．８―１：３４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．８―３F３４．０

３ １２，８（２，１７）（１１，１５）（５，１０）１４（３，６）１３（４，９，１６）（１，７）
２
４
１２（２，８）（１１，１７）（５，１０）（６，１４，１５）（３，１３）（９，１６）４，７，１
１２，８－（２，１７）（１１，１５）（５，１４）１０（３，１３）（６，１６）４（９，７）１

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネイサベル �
�
父 テレグノシス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．７．１７ 新潟１着

２００８．４．１１生 牝４鹿 母 マイネレジーナ 母母 フミノスキー １７戦３勝 賞金 １６３，７６１，０００円

２７０４８１０月１３日 晴 良 （２４東京４）第４日 第１２競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

３６ ドラゴンヴォイス 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４４６－ ２２：１３．３ ３．２�

６１２ ローマンエンブレム 牡３栗 ５５ 田中 勝春�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B５２４＋ ２ 〃 クビ ４．８�
１１ コスタパルメーラ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４６４± ０２：１３．５１� ７．７�
５１０ テイエムデジタル 牡３鹿 ５５ 宮崎 北斗竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 ４８２－ ２２：１３．６クビ １４９．１�
２４ オリオンザアルファ 牡５黒鹿５７ 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B４８２－ ４ 〃 クビ ２６．５�
８１６ ト リ ノ 牡４栗 ５７ 高倉 稜北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４９６－ ２２：１３．７� １０．６	
８１５ ミッキーナチュラル 牡３栗 ５５ 三浦 皇成野田みづき氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ５００－ ４ 〃 ハナ １７．３

７１４ エーペックス 牡３青鹿５５ 岩田 康誠�Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 ４９４＋ ４２：１４．０１� ２６．９�
４８ アイノグロー 牡５黒鹿５７ 武士沢友治礒川 正明氏 松永 康利 日高 日西牧場 B４９６－ ２２：１４．２１ ２０７．５
３５ スペシャルイモン 牡５鹿 ５７ 丸山 元気井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４７４－１２２：１４．４１	 ２４．４�
５９ ルシャンベルタン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４７８－ ４ 〃 ハナ ８．４�
１２ イルポスティーノ 牡３栗 ５５ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B５０６－ ６２：１４．５クビ １４．０�
４７ ギャザーロージズ 
５芦 ５７ 内田 博幸吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B４７８＋ ４２：１５．０３ ９．０�
６１１� セイカミカワ 牝５黒鹿５５ 勝浦 正樹久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４９６－ ４２：１５．７４ ３５９．５�
２３ サウスパシフィック 牡３鹿 ５５ 木幡 初広 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ４９０－１２２：１７．０８ ６８．７�
７１３�� クールヴェント 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade１

Bloodstock Inc. ５１４－１２２：１８．０６ １０１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，６５２，１００円 複勝： ６７，５０５，７００円 枠連： ３８，１３６，０００円

馬連： １２７，３１１，６００円 馬単： ６６，６０３，１００円 ワイド： ５３，８１４，５００円

３連複： １６５，４０３，７００円 ３連単： ２８０，１２２，１００円 計： ８４３，５４８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ２２０円 枠 連（３－６） ８１０円

馬 連 �� １，０５０円 馬 単 �� １，９２０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ５５０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ２，８６０円 ３ 連 単 ��� １２，９８０円

票 数

単勝票数 計 ４４６５２１ 的中 � １１２０２１（１番人気）
複勝票数 計 ６７５０５７ 的中 � １４８４８６（１番人気）� ８２００７（２番人気）� ７４６６４（３番人気）
枠連票数 計 ３８１３６０ 的中 （３－６） ３４９５６（２番人気）
馬連票数 計１２７３１１６ 的中 �� ８９９７５（１番人気）
馬単票数 計 ６６６０３１ 的中 �� ２５７２５（１番人気）
ワイド票数 計 ５３８１４５ 的中 �� ３８６３４（１番人気）�� ２４３５９（３番人気）�� １２２３３（９番人気）
３連複票数 計１６５４０３７ 的中 ��� ４２７９４（２番人気）
３連単票数 計２８０１２２１ 的中 ��� １５９３１（４番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．８―１３．３―１３．３―１２．６―１２．１―１２．４―１２．９―１２．５―１２．３―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．９―３２．２―４５．５―５８．１―１：１０．２―１：２２．６―１：３５．５―１：４８．０―２：００．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３７．８
１
３
２，１２（３，１４，１６）１０（１，６，１３）１１（５，９）７，８（４，１５）・（１２，１３）（１６，７）２（１１，４）６（１４，９）１０，１－（５，１５）（３，８）

２
４

・（２，１２）（１４，１６，１１）３（１０，６，１３）（１，９，７）（５，４，１５）８
１２（１３，１６）（２，７，４）（１１，６）１４（１０，９）（５，１，１５）８－３

勝馬の
紹 介

ドラゴンヴォイス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Fappiano デビュー ２０１０．１０．３１ 東京１０着

２００８．５．２４生 牡４鹿 母 ベ ル ピ ア ノ 母母 Bel Sheba １５戦４勝 賞金 ４７，３６９，０００円


