
２９０８７１０月２７日 小雨 稍重 （１９京都４）第８日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時１０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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

４５ レーヴダムール 牝２栗 ５４ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４８４ ―１：３６．１ ３．１�

５８ � サムワントゥラブ 牝２鹿 ５４ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 門別 シンコーファーム ４４０ ― 〃 クビ ３．５�

３３ �� オースミスパーク 牡２鹿 ５５ 石橋 脩�オースミ 南井 克巳 門別 長谷川牧場 ４６０ ―１：３６．３１� ６．９�
７１１�� エイシンチーター 牝２黒鹿５４ 四位 洋文平井 豊光氏 坂口 正則 様似 富田 恭司 ４１４ ―１：３７．１５ ２４．９�
６１０� マイソールビーム 牡２黒鹿５５ 和田 竜二五影 慶則氏 川村 禎彦 静内 フジワラフアーム ４９８ ―１：３７．３１� １０．８�
４６ エーシンピークブイ 牡２黒鹿５５ 福永 祐一平井 宏承氏 藤原 英昭 浦河 栄進牧場 ４４０ ― 〃 クビ ７．３	
２２ � ファイナルファイト 牡２栗 ５５ 池添 謙一林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４５４ ―１：３８．０４ ９７．３

５７ ジェンティリティー 牡２栗 ５５ 岩田 康誠 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３４ ― 〃 アタマ １１．６�
７１２ タニノジュレップ 牝２栗 ５４ 鮫島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 ４２４ ―１：３８．３２ １８．６�
１１ � コスモサラマンダー 牝２鹿 ５４ A．スボリッチ �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 浦河 谷口牧場 ４５４ ―１：３８．４クビ １１０．１

（独）

６９ マイネラロンハ 牝２栗 ５４ 川田 将雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４７０ ―１：３８．７１	 ４３．４�

８１４� ウォーターゲイザー 牡２芦 ５５ 田中 勝春山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ５１２ ―１：３９．０１	 １６３．４�
８１３ カシノデンシロ 牡２芦 ５５ 幸 英明柏木 務氏 須貝 彦三 門別 長谷川牧場 ４６４ ―１：４０．７大差 ９１．８�
３４ � ウインモンスター 牡２栗 ５５ O．ペリエ �ウイン 坂口 正大 新冠 川島牧場 ４９８ ―１：４２．８大差 ３０．３�

（仏）

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，７２８，５００円 複勝： １９，３７４，５００円 枠連： １８，１２４，０００円

普通馬連： ５９，０５２，０００円 馬単： ５９，４４９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，２４８，４００円

３連複： ８２，１６３，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２７２，１３９，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（４－５） ２８０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ３６０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，１９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７７２８５ 的中 � ４５６３５（１番人気）
複勝票数 計 １９３７４５ 的中 � ４８６０９（１番人気）� ４０４２０（２番人気）� ２６８９３（３番人気）
枠連票数 計 １８１２４０ 的中 （４－５） ４８４０８（１番人気）
普通馬連票数 計 ５９０５２０ 的中 �� ８３９１８（１番人気）
馬単票数 計 ５９４４９４ 的中 �� ４２５８９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６２４８４ 的中 �� １９８５３（１番人気）�� １０８８０（２番人気）�� ７８７１（５番人気）
３連複票数 計 ８２１６３１ 的中 ��� ５１３１３（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．６―１２．２―１２．４―１２．０―１２．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．３―４７．５―５９．９―１：１１．９―１：２４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーヴダムール �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Highest Honor 初出走

２００５．１．２８生 牝２栗 母 レーヴドスカー 母母 Numidie １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインモンスター号は，平成１９年１１月２７日まで平地競走に出走できない。
※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。


