
３１０８１１１月２３日 晴 良 （１９東京５）第９日 第９競走 ��
��２，１００�

あ か ふ じ

赤 富 士 特 別
発走１４時１０分 （ダート・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０８．０
２：０５．９

良

良

６１１ マイネルアワグラス 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ５１８＋ ６２：０９．９ １３．３�

３５ � ジャンバルジャン 牡３栗 ５５ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム B４４４± ０２：１０．２１� １．４�
４８ �	 マキバスマイル 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 勝川牧場 ４９２＋ ２２：１１．５８ ８．６�
５１０ エプソムボス 牡６栗 ５７ 小林 淳一 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 石栗 龍彦 静内 田原橋本牧場 ５２６± ０２：１１．６
 １４１．１�
２４ ナリタブラック 牡５芦 ５７ 佐藤 哲三�オースミ 崎山 博樹 浦河 吉田 又治 ４９６－ ２２：１１．７
 ５８．２�
４７ � ゼンノジュウシン 牡４栗 ５７ 川田 将雅大迫久美子氏 大久保龍志 平取 坂東牧場 ４７４－ ８２：１２．１２
 ３９．６	
８１５� プレシャスピクセル 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一前田 幸治氏 中竹 和也 米 Grousemo

nt Farm ４７４－ ２２：１２．２クビ ５４．９

１１ バンドマスター 牡５栗 ５７ 石橋 脩�グランド牧場 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４６２＋ ６ 〃 ハナ ２３６．８�
５９ スプリングヘッド 牡３鹿 ５５ 津村 明秀加藤 春夫氏 相沢 郁 静内 三宅牧場 ４７２± ０ 〃 クビ １１９．０�
７１３� タカラトゥルー 牡３鹿 ５５ 安藤 勝己村山 義男氏 国枝 栄 米 Padua

Stables B５２４＋ ４２：１２．３クビ ５．６
８１６ マイネルトラヴェル 牡４青鹿５７ 松岡 正海 �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 ４８０－ ２ 〃 アタマ ５５．３�
６１２� トップモンジュー 牡３鹿 ５３ 村田 一誠横瀬 兼二氏 森 秀行 新 Windsor Park

Stud Ltd ４２８＋ ８２：１３．３６ ２５３．６�
３６ カブキメーク 牡４鹿 ５７ 北村 宏司川上 哲司氏 蛯名 信広 浦河 アイオイファーム ４８６－ ２２：１３．４� １１３．１�
１２ ダイレクトパス 牡３青鹿５５ 吉田 豊渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４４８＋ ４２：１３．８２
 １００．８�
２３ 	 デルマジュピター �５芦 ５７ 大庭 和弥浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 原口 圭二 ４５８± ０２：１５．０７ ５８０．３�
７１４ イシノファイター 牡５鹿 ５７ 中舘 英二石橋 松蔵氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ５６６＋２０２：１７．９大差 ２１８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，８７６，２００円 複勝： ５６，５４７，５００円 枠連： ３７，３０６，８００円

普通馬連： １５１，７５７，６００円 馬単： １２７，８６１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，０９６，６００円

３連複： １５３，３７７，３００円 ３連単： ４２７，１８０，９００円 計： １，０４３，００３，９００円

払 戻 金

単 勝 � １，３３０円 複 勝 � １９０円 � １００円 � １６０円 枠 連（３－６） ５２０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� ２，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ５７０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� １０，９２０円

票 数

単勝票数 計 ４５８７６２ 的中 � ２７２６３（４番人気）
複勝票数 計 ５６５４７５ 的中 � ５４０７０（４番人気）� ２３６７１２（１番人気）� ７３３４９（３番人気）
枠連票数 計 ３７３０６８ 的中 （３－６） ５３５６０（３番人気）
普通馬連票数 計１５１７５７６ 的中 �� １７７２８５（３番人気）
馬単票数 計１２７８６１０ 的中 �� ３３３１２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３０９６６ 的中 �� ４４５９５（３番人気）�� １５８６８（６番人気）�� ５１４７８（２番人気）
３連複票数 計１５３３７７３ 的中 ��� １２４３２６（３番人気）
３連単票数 計４２７１８０９ 的中 ��� ２８８９０（２９番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．４―１１．８―１１．９―１１．８―１２．０―１２．５―１２．７―１２．３―１３．１―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．９―１８．３―３０．１―４２．０―５３．８―１：０５．８―１：１８．３―１：３１．０―１：４３．３―１：５６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．９
１
３

・（５，１３）－９，１６（４，６，７）８（２，１５）－（３，１２，１１）－１４（１，１０）
５，１３－９（６，１６）（４，７，８）－２，１１，１５－１４（３，１０）（１，１２）

２
４
５，１３－９，４（６，１６）－（２，７）８－１５（３，１２，１１）－１４－（１，１０）
５，１３－９（６，１６，８）（４，７）１１，２，１５－１０－（１４，１２）１，３

勝馬の
紹 介

マイネルアワグラス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Zabeel デビュー ２００６．９．２４ 中山９着

２００４．５．１生 牡３鹿 母 マイネプリテンダー 母母 Giladah １０戦３勝 賞金 ３８，３２７，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 イシノファイター号は，平成１９年１２月２３日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 コウエイノホシ号・トーセンベルボーイ号・マナーハウス号・マルブツクロス号・マルブツセンター号


