
２６０９２１０月４日 晴 良 （２１阪神４）第８日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

４７ リバータウン 牡４青鹿５７ 太宰 啓介後藤 繁樹氏 坂口 正則 三石 田湯牧場 B４９６＋ ６１：１２．６ １５．２�

６１２� アグネスイカロス 牡４栗 ５７ 川田 将雅渡辺 孝男氏 河内 洋 新冠 川島牧場 ４９４＋ ６ 〃 アタマ ６．８�
３６ ハードリレー 牡５栗 ５７ 浜中 俊津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４５２＋ ２１：１２．９１� ９．７�
７１３ スリーコンビナート 牡３鹿 ５５ 秋山真一郎永井商事� 野村 彰彦 新ひだか 友田牧場 ４８０＋ ４１：１３．２２ ４９．０�
２４ ピンクペガサス 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ４９６＋ ６１：１３．３クビ ５．７�
６１１ イ チ オ カ 牡４黒鹿５７ 古川 吉洋三宅 勝俊氏 安田 隆行 様似 能登ファーム ５２０± ０ 〃 ハナ ４．３�
５９ マイネラロンハ 牝４栗 ５５ 幸 英明 �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 ４８６＋１４ 〃 クビ ５．９	
８１５ スターサイクル 牡３鹿 ５５ 渡辺 薫彦星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４７４＋ ８１：１３．７２� ２２１．１

１２ タマモトワイライト �３栗 ５５

５２ ▲松山 弘平タマモ� 小原伊佐美 新冠 新冠伊藤牧場 ５００＋１８１：１３．８クビ ７．３�
１１ � アサケボーイ 牡４栗 ５７ 赤木高太郎大橋 堯氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ４７８－ ６１：１４．０１	 １１６．１�
７１４ ウルドサリエ 牡４鹿 ５７ 武 豊谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 久保農場 ５１０＋１０１：１４．１� １６．０
２３ � メイショウフェーヴ 牝４栗 ５５ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４５２± ０１：１４．２� １３９．３�
５１０ テイエムプレストン 牡３黒鹿５５ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 三石 城地 清満 ５０８－２０１：１４．６２� ３２２．９�
３５ � ワンダールシデス 牝４栗 ５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 浦河 小柳牧場 ４１８－２２１：１４．７� ２４５．１�
８１６ コウエイフラッシュ 牡３鹿 ５５ 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４８０＋１６１：１５．４４ ８．８�
４８ カシノオウジャ 牡６鹿 ５７

５４ ▲大下 智柏木 務氏 福永 甲 鵡川 貞広 賢治 ４９０－ ２１：１６．４６ ２３６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，１２８，９００円 複勝： ３８，７８８，２００円 枠連： ２５，２７９，１００円

普通馬連： ９４，６６０，７００円 馬単： ６２，１２７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，３９７，８００円

３連複： １２１，５５５，１００円 ３連単： ２１４，６７８，７００円 計： ６１４，６１５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ４２０円 � ２２０円 � ２５０円 枠 連（４－６） ２，３５０円

普通馬連 �� ６，４９０円 馬 単 �� １５，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２８０円 �� １，８００円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� １５，３９０円 ３ 連 単 ��� １０３，５６０円

票 数

単勝票数 計 ２４１２８９ 的中 � １２５２１（８番人気）
複勝票数 計 ３８７８８２ 的中 � ２１２７５（８番人気）� ５０９２９（３番人気）� ４３６３４（４番人気）
枠連票数 計 ２５２７９１ 的中 （４－６） ７９７０（１０番人気）
普通馬連票数 計 ９４６６０７ 的中 �� １０７６６（３２番人気）
馬単票数 計 ６２１２７４ 的中 �� ３０１９（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３３９７８ 的中 �� ３５４２（３４番人気）�� ４５３３（２８番人気）�� ８６１５（１４番人気）
３連複票数 計１２１５５５１ 的中 ��� ５８３２（６７番人気）
３連単票数 計２１４６７８７ 的中 ��� １５３０（４２０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．４―１２．３―１２．３―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３４．１―４６．４―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．５
３ ７，２，１２（４，１６）９，１４，３，６，１１，１，１０－５，１３，１５＝８ ４ ７－（２，１２）（４，１６）（９，１４）（３，６，１１）－１，１０，１３，５－１５＝８

勝馬の
紹 介

リバータウン �
�
父 デ ィ ア ブ ロ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００７．９．８ 阪神１着

２００５．４．１１生 牡４青鹿 母 キャロットウイン 母母 フエアーリンダ ２２戦３勝 賞金 ３６，６５８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 チキリムーディー号・レディオーロラ号
（非抽選馬） １頭 タマモアスリート号


