
０１０６７ １月１８日 雨 良 （２１京都１）第６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）

牝，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
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 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 ４９０＋ ４１：１２．２ ７．６�

３５ テイエムクレナイ 牝４栗 ５４ 藤岡 佑介竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４５０－ ６１：１２．６２� ３６．７�
７１２ ミキノセレナーデ 牝４鹿 ５４ 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 ４４６± ０１：１２．７クビ １２．８�
５８ ホットフレイバー 牝５栗 ５５

５２ ▲田村 太雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５１６＋ ２ 〃 クビ ４．０�

３４ ウ レ ッ コ 牝５鹿 ５５ 小牧 太角田 睦子氏 坪 憲章 様似 ホウセイ牧場 ４２８± ０１：１３．０１� ７．８�
６１０ トシザコジーン 牝４芦 ５４ 安藤 勝己上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４６６－ ８１：１３．２１� １１．５�
２２ リバーキャッスル 牝４栗 ５４ 秋山真一郎河越 武治氏 須貝 彦三 三石 飯岡牧場 ４３６＋ ２１：１３．６２� １７９．５	
２３ ハングインゼア 牝５鹿 ５５ 小林 徹弥
ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 ４０６－ ４１：１３．７� ４２１．８�
７１３� マチカネハナアラシ 牝４鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真細川 益男氏 白井 寿昭 門別 待兼牧場 ４８２－ ４１：１３．８� ２３．３�
８１４ マイネラロンハ 牝４栗 ５４

５１ ▲船曳 文士 �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＋ ２１：１３．９クビ ８．０

１１ メジロシーゴー 牝４栗 ５４ 吉田 豊メジロ商事� 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 B４４２－ ６ 〃 クビ １９．２�
６１１� マーブルラトゥール 牝５栗 ５５

５３ △田中 克典下村 直氏 浜田 光正 三石 三石川上牧場 ４４４－ ２１：１４．５３� ２８５．９�
４６ カシノアマゾネス 牝５栗 ５５ 西田雄一郎柏木 務氏 福永 甲 青森 野々宮牧場 ４４８－ ２１：１４．６� ５６４．９�
８１５ ナムラエラン 牝４栗 ５４

５２ △丸田 恭介奈村 信重氏 矢作 芳人 静内 佐竹 学 ４３４－ ２１：１４．７� ２１０．７�
４７ バブルガムレディ 牝４黒鹿５４ M．デムーロ谷掛 龍夫氏 増本 豊 門別 山際 辰夫 ４７６－ ４１：１５．２３ ３．１�

（伊）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，３００，５００円 複勝： ３０，８８２，６００円 枠連： ２２，５５２，４００円

普通馬連： ７４，７４０，９００円 馬単： ５２，９６１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，６２６，９００円

３連複： ８８，７８８，３００円 ３連単： １５５，４６５，１００円 計： ４７４，３１８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２５０円 � ８９０円 � ２７０円 枠 連（３－５） １，０２０円

普通馬連 �� １４，１５０円 馬 単 �� ２１，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６５０円 �� ８７０円 �� ４，６７０円

３ 連 複 ��� ２９，０００円 ３ 連 単 ��� １８８，４００円

票 数

単勝票数 計 ２４３００５ 的中 � ２５３９１（３番人気）
複勝票数 計 ３０８８２６ 的中 � ３６７８６（３番人気）� ７６５２（１０番人気）� ３１８９３（５番人気）
枠連票数 計 ２２５５２４ 的中 （３－５） １６３９５（４番人気）
普通馬連票数 計 ７４７４０９ 的中 �� ３９００（３９番人気）
馬単票数 計 ５２９６１８ 的中 �� １８２５（７４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４６２６９ 的中 �� １６２６（４０番人気）�� ７３１７（１１番人気）�� １２６６（４２番人気）
３連複票数 計 ８８７８８３ 的中 ��� ２２６０（９２番人気）
３連単票数 計１５５４６５１ 的中 ��� ６０９（５５０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．４―１１．９―１２．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．４―３４．８―４６．７―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サザンビューティー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００５．１０．１５ 京都２着

２００３．４．４生 牝６芦 母 マイケルズヒーザー 母母 North Sider １９戦３勝 賞金 ３５，８３４，０００円
※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。


