
２９０４４１０月１５日 晴 良 （１８京都５）第４日 第８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）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

７１２ ヒーローアンセム �５栗 ５７ 長谷川浩大吉田 修氏 梅内 忍 様似 �村 伸一 ４５４－ ２１：５１．２ ８．２�

７１１�	 タガノシャンハイ 牡４栗 ５７ 小牧 太八木 良司氏 湯窪 幸雄 浦河 山口 義彦 ５２２＋ ８１：５１．６２
 ２０．０�
３４ � マルブツリード 牡３栗 ５５ 武 豊大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４８６＋ ８１：５１．７
 ３．６�
３３ �� テンシノコンコルド 牡３青 ５５

５２ ▲中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 門別 法理牧場 ４９４＋ ４ 〃 クビ ５．８�
６１０�	 バトルハートオー 牡５黒鹿

５７
５６ ☆吉田 隼人宮川 秋信氏 矢作 芳人 浦河 多田 善弘 ４８６－ ６１：５２．７６ ３２．９�

８１３ マイネルトラヴェル 牡３青鹿５５ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４６６＋ ２１：５２．９� ３６．０�

２２ �	 ワールドサンボーイ �７鹿 ５７ 本田 優大澤 毅氏 河内 洋 伊達 高橋農場 ４９２＋ ２ 〃 ハナ １２．９	
８１４ メガトレンド 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二 
サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B５０６－ ８１：５３．３２
 ３．５�
４５ ゴッドセンド 牡４黒鹿５７ 福永 祐一西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４７８＋ ４１：５３．４クビ １４．２�
１１

�
�
	 タヤスゼンカイ 牡７鹿

５７
５４ ▲上野 翔横瀬 兼二氏 飯田 雄三 静内 吾田 繁満 ５２６＋ ８１：５３．５� ６０．６

５７ チーフシャトー 牡４芦 ５７
５４ ▲北村 友一円城 和男氏 境 直行 静内 マツケン農場 ４８８＋ ４１：５３．６� ３１．１�

５８ �� テイエムハーン 牡３鹿 ５５ 秋山真一郎竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 武田 寛治 ４７０－ ６１：５３．７クビ １３．３�
６９ ボ ス ポ ラ ス �６鹿 ５７ 熊沢 重文 
社台レースホース平田 修 白老 白老ファーム ４９０± ０１：５６．２大差 ８２．８�
４６ ミッキーワン 牡６栗 ５７ 小林 徹弥野田みづき氏 清水 出美 静内 服部 和則 ４７８＋１６１：５６．７３ ２３２．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，１１８，６００円 複勝： ３７，８１８，８００円 枠連： ４２，１４１，３００円

普通馬連： １４５，４７０，６００円 馬単： １１７，６０９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，３４０，３００円

３連複： １９２，０８２，６００円 ３連単： 発売なし 計： ５９７，５８１，８００円

払 戻 金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２７０円 � ５５０円 � １７０円 枠 連（７－７） ６，０２０円

普通馬連 �� ６，３７０円 馬 単 �� １１，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６８０円 �� ７４０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� １０，３１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６１１８６ 的中 � ２５３９９（４番人気）
複勝票数 計 ３７８１８８ 的中 � ３６３０９（４番人気）� １４６７１（８番人気）� ７３７７０（２番人気）
枠連票数 計 ４２１４１３ 的中 （７－７） ５１６８（１９番人気）
普通馬連票数 計１４５４７０６ 的中 �� １６８７２（２６番人気）
馬単票数 計１１７６０９６ 的中 �� ７４４９（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６３４０３ 的中 �� ５２２３（２２番人気）�� １２５３８（６番人気）�� ６３３７（１８番人気）
３連複票数 計１９２０８２６ 的中 ��� １３７５６（３２番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．５―１２．３―１２．５―１２．６―１２．３―１２．２―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．６―３５．９―４８．４―１：０１．０―１：１３．３―１：２５．５―１：３８．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒーローアンセム �
�
父 ジェイドロバリー �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２００４．５．３０ 中京１３着

２００１．３．２４生 �５栗 母 プティママン 母母 ボージエスト １８戦４勝 賞金 ６０，４５４，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミッキーワン号は，平成１８年１１月１５日まで平地競走に出走できない。


