
3104111月10日 曇 稍重 （25京都5）第4日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時25分 （芝・右）
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
2：00．7
1：59．9

良
良

55 ダノンアンビシャス 牡2黒鹿55 福永 祐一�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 466 ―2：06．2 1．8�
89 レッドアルゴ 牡2鹿 55 和田 竜二 �東京ホースレーシング 友道 康夫 新冠 ハシモトフアーム 538 ― 〃 ハナ 7．6�
88 デンコウセキトバ 牡2黒鹿55 武 豊田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 526 ―2：06．41� 3．8�
22 ゴールデンクロス 牡2鹿 55 蛯名 正義吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 456 ―2：06．93 16．6�
77 ミトノシンボリ 牡2青鹿55 岩田 康誠ロイヤルパーク 坂口 正則 日高 浜本牧場 422 ―2：07．21� 34．0�

（サカジロシンボリ）

33 マイネルフレスコ 牡2栗 55 M．バルザローナ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 478 ― 〃 ハナ 15．2	
（英）

11 シ ホ ウ 牡2鹿 55 M．デムーロ
協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 518 ―2：07．3� 9．8�
（仏）

44 ピエナダイヤ 牡2黒鹿55 幸 英明本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 484 ―2：07．72� 48．5�
66 テイエムハヤカゼ 牡2栗 55 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 500 ―2：07．91� 119．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 25，835，200円 複勝： 32，978，900円 枠連： 9，468，900円
馬連： 34，931，100円 馬単： 31，183，000円 ワイド： 17，304，300円
3連複： 45，643，400円 3連単： 119，149，000円 計： 316，493，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 130円 枠 連（5－8） 200円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 270円 �� 160円 �� 380円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 2，530円

票 数

単勝票数 計 258352 的中 � 119355（1番人気）
複勝票数 計 329789 的中 � 135916（1番人気）� 40410（3番人気）� 57960（2番人気）
枠連票数 計 94689 的中 （5－8） 36658（1番人気）
馬連票数 計 349311 的中 �� 35999（2番人気）
馬単票数 計 311830 的中 �� 24727（3番人気）
ワイド票数 計 173043 的中 �� 14673（2番人気）�� 33251（1番人気）�� 9467（6番人気）
3連複票数 計 456434 的中 ��� 59886（1番人気）
3連単票数 計1191490 的中 ��� 34879（4番人気）

ハロンタイム 13．3―12．2―13．8―13．6―13．1―13．2―12．7―11．7―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．5―39．3―52．9―1：06．0―1：19．2―1：31．9―1：43．6―1：54．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．3
1
3
7（8，9）2，5（1，6）－3－4
7（8，9）（2，5）（1，6）3，4

2
4
7（8，9）2，5，1，6－3，4・（7，8，9）（2，5）－（1，6）3，4

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンアンビシャス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cozzene 初出走

2011．2．12生 牡2黒鹿 母 レンドフェリーチェ 母母 レ ン Ⅱ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 マイネルフレスコ号の騎手M．バルザローナは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

3104211月10日 曇 稍重 （25京都5）第4日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走12時55分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

812 ワンダーアシャード 牡4栗 57 内田 博幸山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 528＋ 81：51．1 2．9�
56 セブンフォース 牡3栗 55 川田 将雅前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 548± 0 〃 クビ 2．3�
711� サウンドビガレス 牡4栗 57 M．デムーロ増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm 482± 01：51．2	 10．1�
（仏）

57 デスティニーシチー 牡3栗 55 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 幾千世牧場 472＋121：51．3クビ 46．1�
45 ヒドゥンブレイド 牡3黒鹿55 福永 祐一有限会社シルク小崎 憲 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 アタマ 9．5�
11 ラガーライオン 牡3鹿 55 武 豊奥村 啓二氏 柴田 政見 安平 
橋本牧場 482＋ 41：51．93	 9．1	
44 ノアオーカン 牡3黒鹿55 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 488＋201：52．0	 75．4

69 マイネルハートレー 牡4青鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 496－ 21：52．53 28．8�
710 エリモフラッシュ 牡4栗 57 松田 大作山本 慎一氏 鈴木 孝志 えりも エクセルマネジメント 450－ 41：53．24 41．2�
813 アーセナルゴール 牡5鹿 57 国分 恭介渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 488＋ 41：53．3� 107．4
22 ゴールドルースター �5鹿 57 三浦 皇成吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：53．93	 126．0�
68 ハギノブシドウ 牡3栗 55 蛯名 正義日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 492± 01：54．0� 25．5�
33 カシノラピス 牝4栗 55

52 ▲岩崎 翼柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 442＋ 41：55．17 346．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，826，100円 複勝： 42，931，300円 枠連： 14，360，000円
馬連： 48，021，200円 馬単： 33，117，500円 ワイド： 25，866，400円
3連複： 72，332，700円 3連単： 127，138，100円 計： 387，593，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 110円 � 180円 枠 連（5－8） 260円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 150円 �� 470円 �� 300円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 4，430円

票 数

単勝票数 計 238261 的中 � 65815（2番人気）
複勝票数 計 429313 的中 � 87239（2番人気）� 151639（1番人気）� 43288（3番人気）
枠連票数 計 143600 的中 （5－8） 40976（1番人気）
馬連票数 計 480212 的中 �� 129286（1番人気）
馬単票数 計 331175 的中 �� 37546（2番人気）
ワイド票数 計 258664 的中 �� 60076（1番人気）�� 10503（7番人気）�� 19054（2番人気）
3連複票数 計 723327 的中 ��� 56557（3番人気）
3連単票数 計1271381 的中 ��� 21228（7番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．6―12．3―12．7―12．4―12．0―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―35．9―48．2―1：00．9―1：13．3―1：25．3―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーアシャード �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 Chimes Band デビュー 2011．11．13 京都2着

2009．4．9生 牡4栗 母 ハッピーデキシー 母母 Ride Sally 11戦3勝 賞金 33，800，000円
〔騎手変更〕 ラガーライオン号の騎手柴田善臣は，第5回東京競馬第3日第7競走での落馬負傷のため武豊に変更。

ワンダーアシャード号の騎手小牧太は，第3日での負傷のため内田博幸に変更。
※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。


