
０１０２６ １月８日 曇 稍重 （１９京都１）第３日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時３５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４８．４

重

重

８１５ ネ イ キ ッ ド 牡３栗 ５６ 福永 祐一前田 晋二氏 浜田 光正 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２－ ２１：５６．９ ３．７�

６１２� ゴールデンシャイン 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４７０＋ ６１：５７．４３ ３．６�
６１１� ロフティマウンテン 牡３栗 ５６ 幸 英明前田 幸治氏 清水 出美 米 Brookdale ５２２－１０１：５７．５クビ ４０．４�
３５ � エーシンレドメーン 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介平井 宏承氏 岡田 稲男 米 Winches-

ter Farm ４７４＋ ６１：５７．９２� ２４．７�
５９ ゴールデンエビス 牡３鹿 ５６ 小牧 太山本 廣氏 服部 利之 静内 静内白井牧場 ５０４＋ ８１：５８．０	 ４８．１�
７１３� ヒシウィンザー 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大阿部雅一郎氏 河内 洋 愛 M. Abe ４６２＋ ４１：５８．３１	 ２３．１�
３６ マイネルガリレイ 牡３栗 ５６

５３ ▲北村 友一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐々木晶三 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４４± ０１：５８．４	 ２９．７	
７１４� アグネストップ 牡３黒鹿５６ 四位 洋文渡辺 孝男氏 宮本 博 米 Douglas

Arnold ４７６－ ２ 〃 アタマ ４．８

８１６� ファートゥム 牡３栗 ５６ 岩田 康誠田上 雅春氏 飯田 雄三 静内 岡田スタツド ４４４－ ２１：５８．６１
 ９．６�
５１０� ゴールドネオ 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典 �ゴールドレーシング 領家 政蔵 愛 Swordle-
stown Stud ４８８± ０１：５９．０２� ９．７�

１２ � エーシンダードマン 牡３青鹿 ５６
５５ ☆鮫島 良太平井 宏承氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４８４＋ ４１：５９．４２� １３５．７

４７ バサラオージャー 牡３青鹿５６ 高橋 亮吉岡 泰治氏 高橋 隆 門別 庄野牧場 ５００＋ ２１：５９．７２ ５２．６�
２４ ドヴォルザーク 牡３鹿 ５６ 川島 信二植田 忠司氏 安藤 正敏 新冠 高橋 忍 ４７０－ ４ 〃 ハナ ２２７．３�
２３ � エレクトロベル 牡３青鹿５６ 川田 将雅青山 洋一氏 池江 泰寿 米 David S.

Milch ４５０＋ ６２：００．０１	 ４５．８�
４８ メイショウデンカ 牡３青 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５６＋ ２２：００．１	 １３２．８�
１１ � カッサイノアラシ 牡３栗 ５６ 上村 洋行ジョイ・レースホース� 藤沢 則雄 新冠 新冠橋本牧場 ４８０＋ ６２：０１．４８ １４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，９０８，６００円 複勝： ２５，６０４，６００円 枠連： ２７，６１４，５００円

普通馬連： ７８，９２１，７００円 馬単： ７１，６９９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８８３，１００円

３連複： １１０，５１７，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３５６，１４９，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � ７８０円 枠 連（６－８） ４３０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ２，４１０円 �� ２，０３０円

３ 連 複 ��� ８，２１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７９０８６ 的中 � ３８８４７（２番人気）
複勝票数 計 ２５６０４６ 的中 � ４９７２６（２番人気）� ５９５２４（１番人気）� ５５５３（１２番人気）
枠連票数 計 ２７６１４５ 的中 （６－８） ４７７３５（１番人気）
普通馬連票数 計 ７８９２１７ 的中 �� ８６３７０（１番人気）
馬単票数 計 ７１６９９９ 的中 �� ４０６４０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８８３１ 的中 �� ２８５９２（１番人気）�� ２１６５（２７番人気）�� ２５９４（２３番人気）
３連複票数 計１１０５１７３ 的中 ��� ９９４３（２３番人気）

ハロンタイム １２．２―１２．０―１４．６―１４．０―１４．１―１３．５―１２．６―１２．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２４．２―３８．８―５２．８―１：０６．９―１：２０．４―１：３３．０―１：４５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３６．５
１
３
１１（５，１３，１５）（６，１２）（１，１０）（２，１６，１４）（４，９）（３，７）８・（１１，１３，１５）１２（５，１４）（６，１０，１６）（９，７）（１，４，２）（３，８）

２
４
１１（１３，１５）（５，１２）（６，１４）（１，１０，１６）（２，４，９）７，３，８・（１１，１３，１５）（５，１２，１４）（６，１６）９（１０，７）４，２（３，８）１

勝馬の
紹 介

ネ イ キ ッ ド �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１２．１７ 阪神４着

２００４．５．２２生 牡３栗 母 ア ラ ン ダ 母母 キャットクイル ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔騎手変更〕 カッサイノアラシ号の騎手佐藤哲三は，第２日第５競走での落馬負傷のため上村洋行に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 オースミプランドル号・ドングラシアス号・ナムラコマンド号・ローケイダブリュ号


