
０４０６８ ２月１５日 晴 稍重 （２１京都２）第６日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，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

４７ ストーリーテリング 牝４鹿 ５５ 川島 信二�日進牧場 荒川 義之 浦河 日進牧場 ４８４－１６１：１１．５ ２８．０�

３６ テイエムクレナイ 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４６２＋ ８１：１１．７１� ４．２�
２３ マイネラロンハ 牝４栗 ５５ M．デムーロ �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± ０１：１１．９１� １５．２�

（伊）

７１４ ウインアンジェラス 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 B４５８－１２ 〃 ハナ ８．９�
３５ ヒカリマーガレット 牝５栗 ５５ 武 豊當山 �則氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４７４－ ８１：１２．１１� ２．７	
６１１ ワーキングウーマン 牝５黒鹿５５ 幸 英明 �サンデーレーシング 中尾 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８＋１２１：１２．３１ ５．０

７１３ シーリーコート 牝５栗 ５５ 岩田 康誠 �社台レースホース堀 宣行 追分 追分ファーム ４６６＋１０１：１２．４� ６５．１�
５１０ ウ レ ッ コ 牝５鹿 ５５ 安部 幸夫角田 睦子氏 坪 憲章 様似 ホウセイ牧場 ４２６－ ２１：１２．７２ ２３．４�

（愛知）

１１ ベルモントバジル 牝４鹿 ５５ 福永 祐一 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント
ファーム ４２６－ ８ 〃 アタマ ２９．６

６１２ バブルガムレディ 牝４黒鹿５５ 川田 将雅谷掛 龍夫氏 増本 豊 門別 山際 辰夫 ４８６＋１０１：１２．９１ １５．０�
５９ ステラーホープ 牝４鹿 ５５ 角田 晃一 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 成隆牧場 ４２８－１６ 〃 クビ ５５．９�
８１５ タニノブロンクス 牝４鹿 ５５

５３ △田中 克典谷水 雄三氏 河内 洋 静内 カントリー牧場 ４２８＋ ２１：１３．２１� ３９．０�
１２ クリールパトラー 牝５栗 ５５ 武 幸四郎横山 修二氏 武 邦彦 様似 猿倉牧場 ５２０－１０１：１３．４１� ５０．４�
４８ � フレノカトリーヌ 牝５鹿 ５５ 四位 洋文�ヤブウチ 小島 茂之 浦河 岡本牧場 ４４０－ ８１：１４．３５ １０３．８�
２４ � アイディンフォルテ 牝４鹿 ５５ 小林 徹弥米井 勝氏 本田 優 三石 森 俊雄 ４２４－ ６１：１４．８３ １６２．５�
８１６� メイデンミヤビ 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎米田イスヱ氏 須貝 彦三 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４２－ ２１：１５．２２� ３０１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，９７０，０００円 複勝： ４２，０９３，３００円 枠連： ２７，７８１，４００円

普通馬連： ８７，１７７，１００円 馬単： ６０，４７１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５７７，３００円

３連複： １０８，３２７，７００円 ３連単： １８１，９９９，４００円 計： ５６１，３９８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８００円 複 勝 � ８９０円 � １８０円 � ５８０円 枠 連（３－４） １，７７０円

普通馬連 �� ６，２５０円 馬 単 �� １６，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９５０円 �� ６，９７０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� ３０，２３０円 ３ 連 単 ��� １９３，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２５９７００ 的中 � ７３１８（８番人気）
複勝票数 計 ４２０９３３ 的中 � １０３０８（１０番人気）� ８４５０４（２番人気）� １６５４７（７番人気）
枠連票数 計 ２７７８１４ 的中 （３－４） １１６０８（７番人気）
普通馬連票数 計 ８７１７７１ 的中 �� １０３０１（２０番人気）
馬単票数 計 ６０４７１８ 的中 �� ２７８０（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５７７３ 的中 �� ３５０８（２４番人気）�� ９５０（５９番人気）�� ５０５２（１４番人気）
３連複票数 計１０８３２７７ 的中 ��� ２６４５（８８番人気）
３連単票数 計１８１９９９４ 的中 ��� ６９３（４９５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．９―１１．８―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．８―３５．７―４７．５―５９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３５．８
３ ・（１４，３）（１，６）７，５，１３（１０，１１，１５）（１２，１６）－４，２－８，９ ４ １４，３（１，６，７）５（１０，１３）（１１，１５）－１２－２，１６（４，９）８

勝馬の
紹 介

ストーリーテリング �
�
父 デザートキング �

�
母父 Private Account デビュー ２００８．５．２５ 新潟１着

２００５．３．３１生 牝４鹿 母 ノーテリング 母母 My Heroine ５戦２勝 賞金 １３，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マイネアクトナイン号
※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。


