
２９０８８１０月２９日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１８京都５）第８日 第４競走 ��２，９１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時２０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

５６ 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± ０３：１４．２ ４．８�

６９ デートリッヒ 牝３青 ５６ 白坂 聡芹澤 精一氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４６８＋ ４３：１５．５８ １２．５�
７１１ シルバーガル 牡５芦 ６０ 小坂 忠士 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４４８＋ ２３：１５．６� １３．５�
７１０ エイユーフォーラム 牡５栗 ６０ 北沢 伸也笹部 和子氏 柴田 光陽 新冠 川上 悦夫 ４９０－ ４３：１６．４５ ３．３�
８１３�� マルノウエスタン 牝６鹿 ５８ 黒岩 悠西野 定榮氏 藤岡 健一 厚真 大川牧場 ４７０＋ ８３：１７．０３� ２．９�
８１２ 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± ０３：１７．２１� ７．２�
４４ エムテイクラウン 牡３鹿 ５８ 林 満明山本 治氏 服部 利之 門別 日西牧場 ４７０－１０３：１８．６９ ３２．５	
２２ �� マイネルザカート 牡４鹿 ６０ 嘉堂 信雄 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 野元 昭 門別 瀬戸牧場 ４５８－ ２３：１８．８１� ６０．２�
６８ � スリーダンシング 	４鹿 ６０ 仲田 雅興永井商事
 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４６０－ ６３：２０．１８ ８６．５�
１１ レオバラード 	４黒鹿６０ 浜野谷憲尚
レオ 平井 雄二 浦河 能登 一男 ４４６＋２０３：２０．２クビ ９４．４
４５ 
 メイショウランマル 牡４芦 ６０ 植野 貴也松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 三嶋牧場 ４５２＋２２３：２１．０５ ５０．９�
３３ ロングエキサイト 牡３青鹿５８ 田中 亮中井 敏雄氏 佐山 優 浦河 中村 敏明 ４９０＋１０３：４２．１大差 ６７．４�

（１２頭）
５７ � シャルルゲラン 牡６鹿 ６０ 内田 浩一 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 門別 白井牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １１，１８９，６００円 複勝： ８，８５６，５００円 枠連： １７，８３３，６００円

普通馬連： ４８，２４１，０００円 馬単： ５４，２６５，９００円 ワイド【拡大馬連】： １１，８２７，０００円

３連複： ７８，８０７，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２３１，０２１，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １９０円 � ３００円 � ３００円 枠 連（５－６） １，６７０円

普通馬連 �� １，８７０円 馬 単 �� ３，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ８１０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ６，０３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１１８９６ 的中 � １８６３４（３番人気）
複勝票数 計 ８８５６５ 的中 � １５０８０（３番人気）� ７２１２（５番人気）� ７１５８（６番人気）
枠連票数 計 １７８３３６ 的中 （５－６） ７９１５（８番人気）
普通馬連票数 計 ４８２４１０ 的中 �� １９０８７（１０番人気）
馬単票数 計 ５４２６５９ 的中 �� １２７２２（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１８２７０ 的中 �� ４３９５（８番人気）�� ３５９２（１２番人気）�� ２８４７（１４番人気）
３連複票数 計 ７８８０７５ 的中 ��� ９６６１（１９番人気）

上り １マイル １：４６．２ ４F ５２．１－３F ３９．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラフハーティリー �
�
父 スピニングワールド �

�
母父 モンテプリンス デビュー ２００３．８．１６ 札幌１０着

２００１．５．３生 牡５栗 母 サークルシヨウワ 母母 サークルカマダ 障害：３戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
〔出走取消〕 シャルルゲラン号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 メイショウランマル号の騎手白浜雄造は，第７日第４競走での落馬負傷のため植野貴也に変更。
※出走取消馬 アザンクール号（疾病〔右前肢挫創〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 キタサンブシドウ号・スリーオペレーター号・テイエムエース号・バリトンヴォイス号・バルビエレ号・

マイネルアントス号・マキハタスパート号・メイショウオオナミ号・リバースプライト号


