
３２００５１１月７日 晴 良 （２１京都５）第１日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時３０分 （ダート・右）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２３．６
１：２３．１

重

重

１１ タガノディーバ 牝２栗 ５４ 川田 将雅八木 良司氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０６ ―１：２５．５ ３．０�

５１０ スイートベルモット 牝２鹿 ５４ 安藤 光彰 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４３２ ―１：２５．９２� ７０．４�

２４ クリスマスキャロル 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４４８ ―１：２６．０� １０．６�
３５ マストバイアイテム 牝２黒鹿５４ 川島 信二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 ４４８ ―１：２６．２１ ２６．９�
４７ ジョウノルビー 牝２栗 ５４ 藤田 伸二小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 ４２２ ―１：２６．４１ １０．５�
７１３ アクティビューティ 牝２芦 ５４ 和田 竜二�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５０４ ―１：２６．６１� ８．８	
８１６ エーシンヴァーゴウ 牝２栗 ５４ C．ルメール�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４７０ ― 〃 クビ ２．６


（仏）

１２ リエートフィーネ 牝２黒鹿５４ 角田 晃一 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２２ ―１：２６．９２ ７８．７�

７１４ ア オ モ ミ ジ 牝２栗 ５４ 池添 謙一�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４３４ ―１：２７．６４ ７１．７

６１１ グレンミラーマーチ 牝２栗 ５４
５２ △田中 健�テンジン 柴田 政見 新冠 川島牧場 ４４０ ―１：２８．０２� ３０２．０�

４８ スマートシルエット 牝２鹿 ５４ 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８２ ―１：２８．１� １７．６�
２３ テイエムチェリー 牝２鹿 ５４

５１ ▲大下 智竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４４２ ―１：２８．２� ２３２．１�
３６ レインリバー 牝２芦 ５４ 小牧 太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４７０ ―１：２８．４� ３１．５�
５９ リビアングラス 牝２鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介大迫久美子氏 西浦 勝一 新冠 村上 欽哉 ３９４ ―１：２９．５７ １０９．１�
６１２ ラブコマドリー 牝２栗 ５４ 渡辺 薫彦増田 陽一氏 清水 久詞 新ひだか 加野牧場 ４８６ ―１：２９．７１� ２８．８�
８１５ オタカラムスメ 牝２芦 ５４ 小林 徹弥菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 野表 俊一 ４４６ ―１：３０．６５ １３４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１３６，０００円 複勝： １８，７４８，２００円 枠連： １４，６７９，２００円

普通馬連： ３４，９０５，９００円 馬単： ２７，７０７，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７８６，８００円

３連複： ５１，６３５，２００円 ３連単： ７６，９４５，３００円 計： ２５５，５４３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １７０円 � １，０９０円 � ３２０円 枠 連（１－５） ５，５９０円

普通馬連 �� ９，１３０円 馬 単 �� １２，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０００円 �� ７００円 �� ７，０５０円

３ 連 複 ��� ２８，０７０円 ３ 連 単 ��� １７４，７３０円

票 数

単勝票数 計 １５１３６０ 的中 � ４０８３９（２番人気）
複勝票数 計 １８７４８２ 的中 � ３９２７７（２番人気）� ３４９１（１０番人気）� １４３９６（５番人気）
枠連票数 計 １４６７９２ 的中 （１－５） １９３９（１８番人気）
普通馬連票数 計 ３４９０５９ 的中 �� ２８２３（２４番人気）
馬単票数 計 ２７７０７３ 的中 �� １６７５（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７８６８ 的中 �� １２６５（２８番人気）�� ５９１１（６番人気）�� ５３０（５２番人気）
３連複票数 計 ５１６３５２ 的中 ��� １３５８（６３番人気）
３連単票数 計 ７６９４５３ 的中 ��� ３２５（３９４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．５―１２．１―１２．６―１２．８―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．５―４６．６―５９．２―１：１２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．９
３ ５，６（１，１２，１６）（４，１３）－１０，１４，１５，１１，７（２，８）９－３ ４ ５（１，６）（４，１６）（１０，１２，１３）－１４－（２，１１）（１５，７，８）－３，９

勝馬の
紹 介

タガノディーバ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Crafty Prospector 初出走

２００７．１．３０生 牝２栗 母 デ ィ ー バ 母母 ミスセクレト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 シュテルンターラー号・メイショウナナボシ号・リープオブフェイス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。


