
０３０３５ ２月３日 晴 良 （１９東京１）第３日 第１１競走 ��
��２，０００�

し ら ふ じ

白富士ステークス
発走１５時４０分 （芝・左）
４歳以上；負担重量は，日本馬：４歳５４�５歳以上５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万
円超過馬は超過額１，２００万円毎１�増，�：４歳５４�５歳以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競
走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

５７ � ネヴァブション 牡４黒鹿５５ 後藤 浩輝�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新
冠支場 ４８２± ０１：５８．３ ２．７�

８１３	 ジャリスコライト 牡４栗 ５５ 北村 宏司吉田 和美氏 藤沢 和雄 米
Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

４８６－ ２１：５８．４
 ４．４�
６９ �� コスモテナシャス 牡６鹿 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 早来 吉田牧場 B４６６－ ８１：５８．６１� １９６．６�
５６ � ファイトクラブ 牡７鹿 ５５ 吉田 隼人臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５１０－ ２１：５８．７クビ ３１．５�
３３ メイショウオウテ 牡５鹿 ５５ 横山 典弘松本 好雄氏 伊藤 雄二 千歳 社台ファーム ４５４± ０ 〃 クビ ３．２�
１１ � ルーベンスメモリー 牡７鹿 ５５ 江田 照男 �社台レースホース高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４１：５８．８� ５１．１	
７１１� フェイトトリックス 牡６青鹿５５ 内田 博幸 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 白老ファーム ４９６± ０１：５９．１１
 ６．５


（大井）

６８ ニシノデュー 牡６青鹿５５ 吉田 豊西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 B４８６＋ ４１：５９．６３ １０．４�
４５ マイネソーサリス 牝６栗 ５４ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 静内 コスモビューファーム ４６８± ０２：００．２３� ９６．６�
４４ パッシングマーク 牡４鹿 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４８２－ ２２：００．３
 ４７．０
２２ � シェイクマイハート 牡７芦 ５５ 木幡 初広 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４８０＋ ４２：００．５１� ２１１．４�
７１０ シュフルール 牝５鹿 ５３ 津村 明秀臼田 浩義氏 上原 博之 新冠 勝川牧場 ４７４＋ ２２：００．６クビ ４１２．３�
８１２�� ワイルドスナイパー 牡８黒鹿５５ 石橋 脩小川 勲氏 作田 誠二 早来 ノーザンファーム ４４４－２２２：０３．７大差 ３０５．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ８０，２４８，６００円 複勝： ９９，８５２，１００円 枠連： ７７，６０６，６００円

普通馬連： ４６８，６７１，４００円 馬単： ３２６，３３８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ９１，０７９，７００円

３連複： ３５１，２３９，５００円 ３連単： ９５８，９０９，８００円 計： ２，４５３，９４６，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ３，１３０円 枠 連（５－８） ６７０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ６，０６０円 �� ９，１３０円

３ 連 複 ��� ４６，０５０円 ３ 連 単 ��� １４１，０６０円

票 数

単勝票数 計 ８０２４８６ 的中 � ２３５７９３（１番人気）
複勝票数 計 ９９８５２１ 的中 � ２５６１３７（１番人気）� １５１８８１（３番人気）� ５２６２（１１番人気）
枠連票数 計 ７７６０６６ 的中 （５－８） ８６３５６（２番人気）
普通馬連票数 計４６８６７１４ 的中 �� ４１７０１１（５番人気）
馬単票数 計３２６３３８９ 的中 �� ２００９０２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９１０７９７ 的中 �� ７２５９４（４番人気）�� ３４２４（３５番人気）�� ２２６２（４１番人気）
３連複票数 計３５１２３９５ 的中 ��� ５６２９（６８番人気）
３連単票数 計９５８９０９８ 的中 ��� ５０１７（２６５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１１．３―１１．３―１１．８―１２．３―１２．０―１１．３―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．２―３５．５―４６．８―５８．６―１：１０．９―１：２２．９―１：３４．２―１：４６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．４

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

勝馬の
紹 介

�ネヴァブション �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Mill Reef デビュー ２００５．１０．２ 中山１０着

２００３．２．１９生 牡４黒鹿 母 パールネツクレース 母母 Primatie １８戦５勝 賞金 ９２，１０６，０００円
〔騎手変更〕 ルーベンスメモリー号の騎手柴田善臣は，病気のため江田照男に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワイルドスナイパー号は，平成１９年３月３日まで平地競走に出走できない。
※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。


