
０４０７１ ２月１７日 晴 稍重 （２０京都２）第６日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１１ シャインウェーヴ 牡４黒鹿５７ 武 豊臼田 浩義氏 角居 勝彦 門別 下河辺牧場 ４６８± ０１：２４．８ ２．８�

８１６ プライベートプラン 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ
ジメント 小島 太 浦河 富田牧場 ５４４－ ６ 〃 クビ １５．２�

３５ コパノカチドキ 牡５鹿 ５７ 田中 剛小林 祥晃氏 小島 太 門別 ヤナガワ牧場 ５０４＋ ６１：２５．７５ １４．２�
７１３ マイネルガリレイ 牡４栗 ５７

５４ ▲浜中 俊 �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 ４６２＋ ３ 〃 ハナ １２１．３�
４７ ヘラクレスバイオ 牡５鹿 ５７

５４ ▲船曳 文士バイオ� 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ５４２± ０１：２５．８� ６．１�
６１１ ウインプレミアム 牡４芦 ５７ 川原 正一�ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム ４８８＋ ８ 〃 ハナ ４．５	
（兵庫）

３６ スペシャルストック 牡９鹿 ５７ 藤岡 佑介大原 詔宏氏 大久保洋吉 様似 堀 利則 ５２４－２０１：２６．０１� ７６．６

６１２ マイネルラファエロ 牡７栗 ５７ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 政見 門別 道見牧場 ５５０－ ２１：２６．１� ４２．０�
５１０ ラフィナール 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ４ 〃 クビ ２７．７�
２４ � ローランラムズ 牡５鹿 ５７ O．ペリエ 斉藤 敏博氏 安田伊佐夫 浦河 宮内牧場 ４７０＋ ４１：２６．３� ５．７

（仏）

４８ イグザクトリー 牡５栗 ５７ 池添 謙一 �ノースヒルズマネ
ジメント 池添 兼雄 新冠 前川 隆範 ４７６± ０ 〃 ハナ ２０．４�

５９ テイエムオーディン 牡５栗 ５７ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４８２－ ２ 〃 クビ ３２．２�
８１５ ウインサウザー 	６黒鹿 ５７

５４ ▲田中 克典�ウイン 山内 研二 えりも 上島牧場 B４７４＋１２１：２６．９３� １０４．２�
２３ スナークハーバー 	４青鹿 ５７

５４ ▲田中 健杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４６２＋１０１：２７．１１� １０４．１�
１２ ワンダーボーイ 牡８栗 ５７

５５ △藤岡 康太太田 美實氏 梅田 智之 三石 ケイアイフアーム ５２０＋１４１：２７．９５ ６６．８�
７１４ ブライトアイズ 牡６栗 ５７ 赤木高太郎山上 和良氏 池江 泰寿 門別 佐々木牧場 ４９０－ ４１：２８．７５ ２６０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６１，１０３，０００円 複勝： ７２，４９９，６００円 枠連： ７１，９３３，５００円

普通馬連： ２８５，９１４，１００円 馬単： １９６，４２１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ７２，１５４，６００円

３連複： ２８５，９３９，０００円 ３連単： ６９３，５７９，７００円 計： １，７３９，５４４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ３６０円 � ３２０円 枠 連（１－８） １，５９０円

普通馬連 �� １，９９０円 馬 単 �� ２，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ６７０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� ７，２６０円 ３ 連 単 ��� ３１，１８０円

票 数

単勝票数 計 ６１１０３０ 的中 � １７７４８１（１番人気）
複勝票数 計 ７２４９９６ 的中 � １７５７４３（１番人気）� ４３７６２（６番人気）� ５１２７７（５番人気）
枠連票数 計 ７１９３３５ 的中 （１－８） ３３５４３（７番人気）
普通馬連票数 計２８５９１４１ 的中 �� １０６４５６（７番人気）
馬単票数 計１９６４２１０ 的中 �� ５０８４０（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７２１５４６ 的中 �� ２０４３５（８番人気）�� ２７８７９（６番人気）�� ８１５２（２３番人気）
３連複票数 計２８５９３９０ 的中 ��� ２９０９９（２２番人気）
３連単票数 計６９３５７９７ 的中 ��� １６４２０（８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．２―３５．３―４７．５―５９．７―１：１２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．５―３F３７．３
３ １６（１，１５）（３，１３，１４，１１）（６，１０）（２，１２）（５，４，７）－８，９ ４ ・（１６，１）１５（３，１３，１１）（６，１４，１０）（２，１２，７）（５，４）－（８，９）

勝馬の
紹 介

シャインウェーヴ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００７．２．１１ 小倉４着

２００４．１．１１生 牡４黒鹿 母 シルバーコースト 母母 Diamond Coast ８戦３勝 賞金 ２８，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 アイファーラブラブ号・アグネスハッピー号・アンクルピース号・ケンメイオウ号・ツルマルフェロー号・

テイエムザエックス号・トーホウカウンター号・ナムラアトランテス号・ベンケイ号・マルサンテクニカル号・
リリーハーバー号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。


