
０４０３２ ２月１０日 晴 稍重 （２０京都２）第４日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４７ アドマイヤムサシ 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 門別 日西牧場 ４９４＋ ４１：４９．３ １５．８�

５８ ハンドレッドスコア 牝５黒鹿５５ 長谷川浩大 �サンデーレーシング 中尾 秀正 白老 白老ファーム ４９０－ ８ 〃 アタマ ５．３�
７１３ タイカーリアン 牡４鹿 ５６ 幸 英明�名鯛興業 加藤 敬二 新冠 メイタイ牧場 ４７０＋ ６ 〃 アタマ ４．６�
２３ シゲルタック 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４７８＋ ４１：４９．６２ １．７�
７１２ ゼンノベリル 牡４青鹿５６ 武 幸四郎大迫久美子氏 西浦 勝一 平取 坂東牧場 ４３２－ ８１：４９．７クビ ７８．３�
６１１ スナークトモクン 牡４鹿 ５６ 川田 将雅杉本仙次郎氏 川村 禎彦 静内（有）石川牧場 ４７８－ ２１：４９．８� ２０．７�
２２ デ ル マ ア ン 牝４鹿 ５４ 武 豊浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 ファニーヒルファーム ４５８－ ４１：５０．２２� ２２．２	
３４ フロントダッシュ 牡４鹿 ５６ 田嶋 翔池田 豊治氏 小島 貞博 新冠 中本 隆志 ４７６＋ ６ 〃 アタマ １７６．２

８１４ カ ス タ リ ア 牝５鹿 ５５ 角田 晃一吉田 勝己氏 羽月 友彦 早来 ノーザンファーム ４３０－ ６１：５０．３� １００．４�
３５ ダイナミックターン 牡５栗 ５７ 小林 徹弥小川 勲氏 目野 哲也 三石 ヒサイファーム ４８０± ０１：５１．１５ ２１２．５�
５９ マイネインティマ 牝４黒鹿５４ 松岡 正海 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 安達 昭夫 三石 ダイイチ牧場 B４３４± ０１：５１．２� ４０．０�
６１０� マヤノアシビ 牝４黒鹿５４ 福永 祐一田所 英子氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４６４－ ９ 〃 アタマ ３５．６�
１１ シンボリハイドン 牡４鹿 ５６ 石橋 守シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４７４＋ ２１：５１．５１� １３８．２�
８１５� オーナーズクリーク 牝４鹿 ５４ 菊地 昇吾國立 治氏 鹿戸 明 浦河 金成吉田牧場 ４４６－ ５１：５１．８２ ３０１．８�
４６ � タガノトップガン 牡４栗 ５６ 畑端 省吾八木 良司氏 吉田 直弘 門別 正和山本牧場 ４８０－１４１：５４．２大差 ６９．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３３，８９１，９００円 複勝： ５１，００４，７００円 枠連： ３５，２１９，５００円

普通馬連： １１９，４０７，３００円 馬単： １２７，８９６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，５６０，９００円

３連複： １７９，９１８，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５８２，８９９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ４５０円 � ２９０円 � ２１０円 枠 連（４－５） ２，５７０円

普通馬連 �� ４，１１０円 馬 単 �� １０，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� ８２０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ６，０４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３３８９１９ 的中 � １６９５５（４番人気）
複勝票数 計 ５１００４７ 的中 � ２６４３１（４番人気）� ４５５４３（３番人気）� ７６６５５（２番人気）
枠連票数 計 ３５２１９５ 的中 （４－５） １０１３７（９番人気）
普通馬連票数 計１１９４０７３ 的中 �� ２１４５３（１１番人気）
馬単票数 計１２７８９６７ 的中 �� ８９１１（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５５６０９ 的中 �� ６６０９（１２番人気）�� １０５６３（７番人気）�� １８３３７（４番人気）
３連複票数 計１７９９１８３ 的中 ��� ２２０１５（１８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１１．８―１２．２―１２．６―１２．４―１２．２―１２．１―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３５．９―４８．１―１：００．７―１：１３．１―１：２５．３―１：３７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３６．２
３ １１，１５（６，１０，１２）（８，１３）（３，５，２）（１，７）－４（９，１４） ４ １１（１５，１２，１３）（６，１０，８，７）（３，２）（５，１４）（１，４）９

勝馬の
紹 介

アドマイヤムサシ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Woodman デビュー ２００４．６．２７ 阪神２着

２００２．３．１１生 牡６鹿 母 ビワプリムラ 母母 ウッドストリーム ２７戦３勝 賞金 ５２，９４７，０００円
〔発走状況〕 オーナーズクリーク号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノトップガン号は，平成２０年３月１０日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 シーコンチェルト号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）


