
２７０７９１０月２日 晴 良 （２２阪神４）第７日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１３ ネオギャラクシー �３栗 ５５ 北村 友一加藤 守氏 武田 博 浦河 日田牧場 ４６０＋ ２１：５２．５ ６．０�

６１０ ジャングルストーン 牡４栗 ５７
５６ ☆国分 恭介 �スカイツリーレーシング 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４６０± ０１：５２．８１� ４．４�
１１ カリズマクレスト 牡４栗 ５７ 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 村上牧場 ４９８－ ４ 〃 クビ ２２．８�
４７ バイオレントナイト 牡４鹿 ５７ 吉田 稔�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 ４５２＋ ８１：５３．５４ ６．４�

（愛知）

３５ � エアリアルショット 牡５黒鹿５７ 浜中 俊 �キャロットファーム 村山 明 新冠 田渕牧場 ４７６＋ ４１：５３．７１� ３３．６�
８１４ マーリンシチー 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４６２＋ ８１：５３．８� １４．３	
７１２ メイショウシャイン 牡３鹿 ５５ 福永 祐一松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４５８＋ ６１：５４．４３� ３．０

５９ リシアンサス 牝３栗 ５３ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム ４７６－１４１：５４．７１� ６５．４�
５８ スピルオーバー 牡３栗 ５５ 和田 竜二村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ５２６＋ ２ 〃 クビ ６．８�
８１５ アンクルガンバレ 牡３黒鹿５５ 川島 信二塚本 能交氏 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４３４－１０１：５５．１２� ３３２．６
６１１ ゼットチャンプ 牡３鹿 ５５ 小牧 太�フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 B４９０＋ ２ 〃 ハナ ２３．３�
３４ � シェヴァルフォルテ 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文浅野多喜男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４５２－２１１：５６．１６ １７６．１�
２２ メイショウタイシャ 牡３栗 ５５

５２ ▲高倉 稜松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 岡田牧場 ４６０＋ ２１：５７．０５ １３８．５�
４６ テイエムシーザー 牡３鹿 ５５ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 中本 隆志 ４４２＋ ２１：５８．０６ ３７０．８�
２３ ノーチラスリング 牝３栗 ５３ 高野 容輔原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４２８± ０２：０２．２大差 ２６０．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，１４９，９００円 複勝： ２２，７１４，１００円 枠連： １３，１０７，６００円

普通馬連： ４１，９４６，６００円 馬単： ２９，５０１，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６４０，２００円

３連複： ５７，６０８，５００円 ３連単： ９９，５６０，３００円 計： ２９７，２２９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２１０円 � ２１０円 � ５２０円 枠 連（６－７） ４１０円

普通馬連 �� １，６９０円 馬 単 �� ３，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� １，８４０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� １２，３６０円 ３ 連 単 ��� ５１，４２０円

票 数

単勝票数 計 １５１４９９ 的中 � ２０１５７（３番人気）
複勝票数 計 ２２７１４１ 的中 � ３１９５０（３番人気）� ３２１１６（２番人気）� ９４７６（８番人気）
枠連票数 計 １３１０７６ 的中 （６－７） ２３８６８（１番人気）
普通馬連票数 計 ４１９４６６ 的中 �� １８３７７（７番人気）
馬単票数 計 ２９５０１９ 的中 �� ６０８８（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６４０２ 的中 �� ６５４０（８番人気）�� ２３０９（２５番人気）�� ２５０７（１８番人気）
３連複票数 計 ５７６０８５ 的中 ��� ３４４０（４２番人気）
３連単票数 計 ９９５６０３ 的中 ��� １４２９（１６７番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１３．１―１２．８―１２．４―１２．５―１２．４―１２．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．７―３６．８―４９．６―１：０２．０―１：１４．５―１：２６．９―１：３９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３８．０
１
３
１０，１３（１，８）－６（４，７）－（２，５）１４（３，９，１２）－（１１，１５）・（１０，１３）－（１，８）－（４，７）－５，６－（２，１４）（９，１２）１１－１５，３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ネオギャラクシー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 スピニングワールド デビュー ２０１０．５．１５ 京都７着

２００７．３．２８生 �３栗 母 マイアドレス 母母 フ ル ー ム ６戦２勝 賞金 １５，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムシーザー号・ノーチラスリング号は，平成２２年１１月２日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 グランプリバレット号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。


