
２９０２８１０月１４日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１８京都５）第３日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１１．２良・重

３３ � シゲルフドウカブ 牡３鹿 ５８ 金折 知則森中 蕃氏 田中 章博 浦河 猿橋 義昭 ４５４－ ４３：１５．８ １０．９�

７１２�� マルノウエスタン 牝６鹿 ５８ 熊沢 重文西野 定榮氏 藤岡 健一 厚真 大川牧場 ４６２＋ ４３：１６．０１� ３．６�
５７ ラフハーティリー 牡５栗 ６０ 南井 大志小林 一成氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ４３６－１２３：１６．４２� ３３．５�
５８ � メイケイハクオー 牡３芦 ５８ 菊地 昇吾名古屋競馬� 小島 貞博 三石 本桐牧場 ４６０－１６３：１６．７１� １３．４�
８１４ テイエムヒビキ 牡３鹿 ５８ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 早来 ノーザンファーム ４８４＋１２３：１６．９１	 ２７．１�
６１０� キタサンブシドウ 牡４栗 ６０ 小林慎一郎�大野商事 湯浅 三郎 三石 米田牧場 ５０６＋ ２ 〃 アタマ １４．６	
４６ 
 ポジションワン 牡６栗 ６０ 今村 康成前田 幸治氏 太宰 義人 米

Needham/Betz,
Hess, Elia &
Werner

５０６－ ６３：１７．１１	 ２．６

７１１�� バリトンヴォイス 牡５鹿 ６０ 岩崎 祐己岩� 僖澄氏 古川 平 浦河 佐藤 正光 ５００＋１８３：１７．４２ ５．５�
６９ �� センティーレ 牝４青 ５８ 柴田 大知藤田 孟司氏 太宰 義人 早来 ノーザンファーム ４６２＋１０３：１８．３５ ２６．１�
８１３� ハーベストターフ 牡３鹿 ５８ 内田 浩一�ターフ・スポート中尾 正 三石 三石ビクト

リーファーム ４７０＋２０３：１９．６８ ８４．４
４５ �� マイネルザカート 牡４鹿 ６０ 植野 貴也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 野元 昭 門別 瀬戸牧場 ４６０± ０３：２０．５５ ８１．５�
３４ �� リバースプライト 牡３鹿 ５８ 田中 亮泉 俊二氏 沖 芳夫 厚真 大川牧場 ５１４± ０３：２０．９２� ３０．８�
２２ � アッパークラス 牡３鹿 ５８ 白坂 聡前田 幸治氏 太宰 義人 新冠 競優牧場 ４９０＋ ４３：２２．７大差 ９９．１�
１１ スズカエチュード 牝３黒鹿５６ 高野 容輔永井 啓弍氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４９８＋１８３：２７．６大差 ８３．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，３８０，８００円 複勝： １１，３９７，５００円 枠連： ２３，１８９，１００円

普通馬連： ５０，９４８，１００円 馬単： ５４，７５２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，９６６，９００円

３連複： ８６，３３１，４００円 ３連単： 発売なし 計： ２５２，９６５，８００円

払 戻 金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � ２６０円 � １６０円 � ７００円 枠 連（３－７） ８３０円

普通馬連 �� １，７４０円 馬 単 �� ４，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ３，５１０円 �� １，８４０円

３ 連 複 ��� １８，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１３８０８ 的中 � ８２４６（４番人気）
複勝票数 計 １１３９７５ 的中 � １１０６５（４番人気）� ２５９７５（２番人気）� ３２２８（８番人気）
枠連票数 計 ２３１８９１ 的中 （３－７） ２０７３６（３番人気）
普通馬連票数 計 ５０９４８１ 的中 �� ２１６４６（５番人気）
馬単票数 計 ５４７５２０ 的中 �� ８８７７（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４９６６９ 的中 �� ６７０４（５番人気）�� １００５（３４番人気）�� １９５３（２１番人気）
３連複票数 計 ８６３３１４ 的中 ��� ３４９４（５５番人気）

上り １マイル １：４９．７ ４F ５３．７－３F ４０．３
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 
→�→�→�」
�
�
７－１４－８（３，６）５－（１２，１０）－９＝１１－１，２，１３－４・（７，１４）６－８，１２，３－９，５，１０，１１＝１３＝（２，１）４

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

�シゲルフドウカブ �
�
父 メイショウドトウ �

�
母父 Woodman デビュー ２００５．６．１８ 阪神１着

２００３．５．３生 牡３鹿 母 ウッドフェアリー 母母 La Polonaise 障害：２戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 アグネスギンガ号・エイコーンリング号・エイユーフォーラム号・エムテイクラウン号・シルバーガル号・

セルリアンクラウス号・ダノンペガサス号・ディクタトル号・テーオードラゴン号・トータチス号・
ベネディクタス号・メイショウピューマ号・ランドゼット号


