
０１０５７ １月１４日 晴 良 （１９京都１）第５日 第９競走 ��
��１，４００�

こうばい

紅梅ステークス
発走１４時３５分 （芝・右・外）
牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎
１�増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．３
１：１９．０

良

良

２４ � ローブデコルテ 牝３芦 ５４ 安藤 勝己前田 幸治氏 松元 茂樹 米 Mr. & Mrs. Larry
D. Williams ４５６± ０１：２２．５ ２．３�

１１ � バクシンヒロイン 牝３栗 ５４ 本田 優岸田 勝宏氏 田所 秀孝 静内 佐竹 学 ４１６± ０１：２２．６	 ２５．１�
３６ � ニシノマナムスメ 牝３青鹿５４ 長谷川浩大西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 ４４２－ ２ 〃 クビ ２．６�
２３ �
 ノボスイーツ 牝３芦 ５４ 川田 将雅�LS.M 阿部 新生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４０８－ ２１：２２．７クビ ９１．４�
３５ � スマートカスタム 牝３鹿 ５４ 福永 祐一大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：２２．８� １６．７�
６１１ アシュレイリバー 牝３黒鹿５４ 上村 洋行 �キャロットファーム 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ２１：２２．９クビ ９０．３	
７１３� バンビーナピノ 牝３青鹿５４ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４２４－ ４ 〃 クビ １３２．８

５１０ エミネンツァベルタ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎平井 卓也氏 瀬戸口 勉 浦河 中島牧場 ４５８± ０１：２３．０� ４７．９�
５９ ネヴァテルミー 牝３栗 ５４ 石橋 守�ティーエイチ 河内 洋 静内 藤原牧場 ４３８± ０ 〃 アタマ ９６．３�
７１４�
 テイエムオペレッタ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠竹園 正繼氏 五十嵐忠男 門別 長谷川牧場 ４６０± ０１：２３．１クビ ６．９
４７ � スイングロウ 牝３青 ５４ 藤岡 佑介加藤 徹氏 福島 勝 静内 高橋 修 ４２２－ ２ 〃 クビ ４７．３�
１２ � アンソロジー 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �サンデーレーシング 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４３８＋ ６１：２３．２	 ３６．３�
４８ シャトルタテヤマ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎辻 幸雄氏 安田伊佐夫 静内 藤沢牧場 ４４８－１０１：２３．６２	 １５．２�
６１２ トーワスキャット 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４２０± ０１：２３．７クビ ２４１．３�
８１６
 タニノハイクレア 牝３鹿 ５４ 幸 英明谷水 雄三氏 矢作 芳人 静内 橋本牧場 ４３６－ ４１：２４．０１� ２６３．２�
８１５� ニシノヴァネッサ 牝３芦 ５４ 川島 信二西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４６４＋ ２１：２４．１	 ２８７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５１，８３８，０００円 複勝： ６５，５２６，７００円 枠連： ５１，４２３，５００円

普通馬連： ２５９，２５９，７００円 馬単： １８６，３１２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６６，５３３，５００円

３連複： ２４２，２０７，３００円 ３連単： ６３０，７２０，４００円 計： １，５５３，８２１，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � ３３０円 � １３０円 枠 連（１－２） １，４２０円

普通馬連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ２，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� １６０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� １，７４０円 ３ 連 単 ��� １１，４５０円

票 数

単勝票数 計 ５１８３８０ 的中 � １７９９０３（１番人気）
複勝票数 計 ６５５２６７ 的中 � ２０２４０２（１番人気）� ３０２９５（６番人気）� １５２３６２（２番人気）
枠連票数 計 ５１４２３５ 的中 （１－２） ２６８８５（６番人気）
普通馬連票数 計２５９２５９７ 的中 �� ９５２４５（６番人気）
馬単票数 計１８６３１２３ 的中 �� ５０４９９（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６６５３３５ 的中 �� ２７８３６（４番人気）�� １４９０９０（１番人気）�� １３３２４（１１番人気）
３連複票数 計２４２２０７３ 的中 ��� １０２７３２（４番人気）
３連単票数 計６３０７２０４ 的中 ��� ４０６５４（２７番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．４―１１．７―１１．７―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３４．５―４６．２―５７．９―１：０９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．３
３ １０，１６（２，８，１４）（３，１１）１２（４，９，１５）１３（５，６）（１，７） ４ １０，１６，１４（２，８）（３，１１）（４，９，１２）（５，１，１３，１５）（７，６）

勝馬の
紹 介

�ローブデコルテ �
�
父 Cozzene �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００６．７．２３ 函館１着

２００４．４．２８生 牝３芦 母 Color of Gold 母母 Sulemeif ５戦２勝 賞金 ４４，６３８，０００円
〔制裁〕 ローブデコルテ号の騎手安藤勝己は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。
※ネヴァテルミー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。


