
０４０７８ ２月２０日 晴 良 （２２京都２）第７日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時４５分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

５９ ケイアイデイジー 牝３芦 ５４ 幸 英明 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田 三千雄 ５１６＋ ２１：２５．６ １２．２�

５１０ タガノディーバ 牝３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 ４９６＋ ２１：２５．７� １５．４�

３６ エリモエポナ 牝３黒鹿５４ 池添 謙一山本 敏晴氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４８８－ ６ 〃 クビ ２．４�
３５ トウカイレジーナ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４４２－ ４ 〃 ハナ ９．７�
４８ プレシャスジェムズ 牝３黒鹿５４ 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７４＋ ６１：２５．８クビ ２３．０�
７１４ ユメノキラメキ 牝３栗 ５４ 和田 竜二諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４６８＋１０１：２５．９� ３．４�
２４ クリスマスキャロル 牝３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 ４４０＋ ４１：２６．１１� ２１．７

８１６ ジョウノルビー 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 ４２２－ ３１：２６．２� ８３．４�
６１２ セイウンエンドラン 牝３栗 ５４ 福永 祐一西山 茂行氏 小西 一男 浦河 山口 義彦 ５３０－ ８１：２６．３� ５７．４�
２３ ジョディーズライン 牝３栗 ５４ 藤岡 康太 	キャロットファーム 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６＋ ４ 〃 クビ １０．１
１２ オ ネ ス ト 牝３黒鹿 ５４

５２ △国分 恭介	ミルファーム 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４０８＋ ６１：２６．５１� ３５４．５�
４７ � アートオブビーン 牝３鹿 ５４ 北野 真弘小山 豊氏 野田 学 日高 日高大洋牧場 ４６４＋ ４１：２６．６� ５３．３�

（兵庫） （兵庫）

１１ ラ ヴ セ ン ス 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎 	サンデーレーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム ４３６＋ ２１：２６．７� ８５．９�
８１５ メイショウナナボシ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６＋ ６１：２７．３３� ７５．５�
６１１� アーモンドケーキ 牝３黒鹿５４ 川原 正一中村 祐子氏 曽和 直栄 新ひだか ケイアイファーム ４４２± ０１：２７．６１� １６５．４�

（兵庫） （兵庫）

７１３ アヤナルベルス 牝３鹿 ５４ 北村 友一鳴戸 雄一氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４８４－ ２１：２７．７� ７３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，３２１，５００円 複勝： ３４，１７０，３００円 枠連： ２０，９０５，３００円

普通馬連： ５８，６９０，５００円 馬単： ４２，１２６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４５２，２００円

３連複： ７７，８７０，４００円 ３連単： １１５，５０５，２００円 計： ３９８，０４１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ２６０円 � ３６０円 � １３０円 枠 連（５－５） ６，７５０円

普通馬連 �� ６，４９０円 馬 単 �� １２，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４４０円 �� ４７０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ３，９５０円 ３ 連 単 ��� ３９，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２５３２１５ 的中 � １６４２６（５番人気）
複勝票数 計 ３４１７０３ 的中 � ２８８７５（４番人気）� １８７４０（７番人気）� １００２３０（１番人気）
枠連票数 計 ２０９０５３ 的中 （５－５） ２２８８（１９番人気）
普通馬連票数 計 ５８６９０５ 的中 �� ６６７７（２０番人気）
馬単票数 計 ４２１２６２ 的中 �� ２４５８（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４５２２ 的中 �� ３７５６（１５番人気）�� １３０２８（３番人気）�� ９６７５（５番人気）
３連複票数 計 ７７８７０４ 的中 ��� １４５８１（１１番人気）
３連単票数 計１１５５０５２ 的中 ��� ２１６９（１１５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１２．２―１２．９―１２．７―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．９―３５．１―４８．０―１：００．７―１：１２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．５―３F３７．６
３ ６，１３（１４，１０）９（７，４，８）（１，２，３，５）１２（１６，１１）１５ ４ ６（１３，１０）（１４，５）（９，８）（７，４，３）（１，２，１２）１６（１５，１１）

勝馬の
紹 介

ケイアイデイジー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００９．７．１９ 新潟１着

２００７．４．１８生 牝３芦 母 ケイアイギャラリー 母母 サラトガワールド ６戦２勝 賞金 １７，９００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 マンダリンスマイル号・メメビーナス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。


