
０１００７ １月４日 曇 良 （２１京都１）第１日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０分 （ダート・右）

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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

５９ トウショウブリッツ 牡５鹿 ５７ 池添 謙一トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４８０＋ ４１：１２．０ ２．７�

２４ ホシシャトル 牡６黒鹿５７ 秋山真一郎永井冨佐子氏 増本 豊 静内 八田牧場 ５３２－ ４１：１２．１� ９．６�
１１ タイキドゥカティ 牡４鹿 ５６ 上村 洋行�大樹ファーム 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 ５０６＋ ８ 〃 クビ ２．８�
３５ � エーシンブイムード 牝４青鹿５４ 藤岡 佑介平井 宏承氏 野中 賢二 米 R. Warren Lyster

& Jeanne Lyster ４４２＋ ６１：１２．２クビ ６９．３�
７１３ ウルドサリエ 牡４鹿 ５６ 福永 祐一谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 久保農場 ５１４＋ ２１：１２．４１� １５．２�
８１６ サザンビューティー 牝６芦 ５５ 田嶋 翔南波 壽氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４８６＋ ４ 〃 ハナ １４．６	
５１０� アクロスザスター �５栗 ５７ 川島 信二前田 幸治氏 中竹 和也 米 Karla

Wolfson ５２０＋ ８１：１２．５� ５１．１

８１５ ライコウテンユウ 牡４栗 ５６

５４ △田中 健内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ５０６－ ２１：１２．６クビ １０５．５�
２３ ニシノヴァネッサ 牝５芦 ５５ 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４８０± ０ 〃 ハナ ２１．２�
１２ ハードリレー 牡５栗 ５７

５６ ☆浜中 俊津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４５８＋１２１：１２．８１� １４５．０
６１１ ピンクペガサス 牡４黒鹿５６ 幸 英明木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ４９４＋ ８１：１２．９	 ４６．９�
４８ マイネラロンハ 牝４栗 ５４ 野元 昭嘉 �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 ４６８± ０１：１３．６４ ８．５�
３６ キタサンコンバット 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲荻野 琢真�大野商事 橋口弘次郎 新冠 タニグチ牧場 ５００－ ４１：１３．７	 ２３．９�
７１４
 リッカモーメント 牝４鹿 ５４ 古川 吉洋立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４０６＋ ６１：１３．９１ ２６９．８�
６１２
 シゲルダンクー 牡５鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅森中 蕃氏 小島 貞博 浦河 小島牧場 ５３４＋１４１：１４．１１	 ３３７．４�
４７ ダンツヘイロー 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 三石 金舛 幸夫 ４９６＋ １１：１７．０大差 １５６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，２６２，１００円 複勝： ４０，３８５，８００円 枠連： ２９，２４１，６００円

普通馬連： １１２，５０１，４００円 馬単： ８２，９５３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，５３４，７００円

３連複： １４１，５７７，４００円 ３連単： ２４９，２３０，０００円 計： ７１８，６８６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � １２０円 枠 連（２－５） ８２０円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １５０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� ６，２００円

票 数

単勝票数 計 ２５２６２１ 的中 � ７５５１２（１番人気）
複勝票数 計 ４０３８５８ 的中 � １２０７８５（１番人気）� ２９９６８（３番人気）� ９９９７０（２番人気）
枠連票数 計 ２９２４１６ 的中 （２－５） ２６３１８（２番人気）
普通馬連票数 計１１２５０１４ 的中 �� ６１５４１（２番人気）
馬単票数 計 ８２９５３１ 的中 �� ２７４４３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７５３４７ 的中 �� １８７８４（２番人気）�� ８５７０６（１番人気）�� １４１２１（５番人気）
３連複票数 計１４１５７７４ 的中 ��� １１４６６２（２番人気）
３連単票数 計２４９２３００ 的中 ��� ２９６８９（１２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．５―１１．９―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．６―４６．５―５８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．４
３ ・（７，８，９，１６）１，１３，２（３，５，１１）（４，１４）－１０（１２，１５）６ ４ ・（８，９，１６）－（７，１，１３）２（３，５，１１）４（１４，１０）１５－（６，１２）

勝馬の
紹 介

トウショウブリッツ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００６．１２．１６ 阪神７着

２００４．４．１３生 牡５鹿 母 メイトウショウ 母母 サマンサトウショウ １８戦３勝 賞金 ４６，７２７，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツヘイロー号は，平成２１年２月４日まで平地競走に出走できない。
※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。
（非当選馬） ４頭 アルーリングライン号・ヴェリタス号・テンシノボストン号・ブループレミアム号


