
３５００４１１月２４日 晴 良 （１９中京３）第９日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時２５分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．２
１：０７．８

良

良

２２ �� マルカベスト 牡２栗 ５５ 中舘 英二河長産業� 鶴留 明雄 様似 猿倉牧場 ４６０＋ ４１：０９．１ １．６�

８１１ アグネスシャイン 牝２栗 ５４
５１ ▲田中 健渡辺 孝男氏 浜田 光正 新冠 中地 康弘 ４５６－ ４１：０９．４２ ３．７�

１１ アクアブルーマーチ 牝２栗 ５４ 上村 洋行佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 川越ファーム ４７６＋ ２１：０９．６１� １２．８�
６８ � スプリングピット 牝２青鹿５４ 石橋 脩加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 様似共栄牧場 ４３８＋ ４１：０９．７� ７．６�
４４ � マルブツフォード 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦大澤 毅氏 河内 洋 浦河 日の出牧場 ４７０－ ４１：０９．８クビ ７８．６�
３３ � ダイナミックスター 牡２鹿 ５５

５２ ▲藤岡 康太西村新一郎氏 湯窪 幸雄 平取 黒川 賢司 ４７８＋ ４１：０９．９� ４７．６�
５５ 	 エーシンエイホープ 牝２黒鹿５４ 津村 明秀平井 宏承氏 梅内 忍 米 WInches-

ter Farm ４２２－ ４ 〃 クビ ５２．５	
６７ マイネラロンハ 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４５８－１２１：１０．０� ４８．３

８１２ マイアイビギニング 牡２鹿 ５５

５２ ▲浜中 俊MYI馬主組合 福永 甲 静内 へいはた牧場 ４８４－ ４１：１０．１� ２１．４�
５６ � キリシマセブン 
２栗 ５５ 西田雄一郎土屋 君春氏 二本柳俊一 宮崎 土屋牧場 B４２０＋ ２１：１０．２� ２０９．５�
７９ コウエイビート 牡２栗 ５５ 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４６６－ ６１：１０．４１� ９８．０
７１０� コンゴウマイヒメ 牝２栗 ５４ 武 英智金岡 久夫氏 山内 研二 静内 出羽牧場 ４９２＋ ４１：１０．９３ １３８．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，３７０，４００円 複勝： １２，５６２，５００円 枠連： ９，５１６，２００円

普通馬連： ３７，９３５，３００円 馬単： ４８，８９３，３００円 ワイド【拡大馬連】： １１，３９１，０００円

３連複： ６２，７２１，４００円 ３連単： 発売なし 計： １９６，３９０，１００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １００円 � １２０円 � １８０円 枠 連（２－８） ２１０円

普通馬連 �� ２６０円 馬 単 �� ３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ２６０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３３７０４ 的中 � ６７９４７（１番人気）
複勝票数 計 １２５６２５ 的中 � ４６６９４（１番人気）� ２８３５６（２番人気）� １１４７９（４番人気）
枠連票数 計 ９５１６２ 的中 （２－８） ３３８６４（１番人気）
普通馬連票数 計 ３７９３５３ 的中 �� １１０２１８（１番人気）
馬単票数 計 ４８８９３３ 的中 �� ９９２０１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１３９１０ 的中 �� ２８９３２（１番人気）�� ９４９９（３番人気）�� ４０４１（８番人気）
３連複票数 計 ６２７２１４ 的中 ��� ６３８６３（２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．５―１１．６―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．９―４５．５―５７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．２
３ １（８，１１）（２，３，１２）７，４，５，６－（９，１０） ４ １（８，１１）（２，３，１２）（４，７）５，６（９，１０）

勝馬の
紹 介

�
�
マルカベスト �

�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．８．１２ 札幌２着

２００５．２．２２生 牡２栗 母 エアイゾルテ 母母 ニフテイアンドニート ５戦１勝 賞金 １１，８００，０００円


