
０４０８０ ２月２０日 晴 良 （２２京都２）第７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）

５００万円以下；負担重量は，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

１：０９．１
１：０８．７

重

重

４８ � ネオフリーダム 牡５鹿 ５７
５５ △国分 恭介伊達 大雄氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 B５２６－１４１：１１．７ １５．８�

８１６ ファンドリカップ 牡４芦 ５７ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 有限会社
松田牧場 ５００－ ２１：１２．２３ ３．６�

５９ ディアアゲイン 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４５８＋ ２１：１２．６２� ８．１�
１２ マイネラロンハ 牝５栗 ５５ 渡辺 薫彦 �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 ４８２－ ４ 〃 クビ １９．２�
５１０ エルチョコレート 牡４黒鹿５７ 福永 祐一三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４６８－ ６１：１２．８１	 ５．８�
６１２ オデットシチー 牝４黒鹿５５ 川島 信二 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新ひだか 幌村牧場 ４７６± ０ 〃 クビ １１．６�
４７ ノボジュピター 牡４栗 ５７ 安藤 勝己�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４６６＋ ２１：１３．１１
 ４．７	
２３ � ディアディライト 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠寺田千代乃氏 加藤 征弘 英 Rockwell

Bloodstock ４７０－ ２１：１３．２� ２０．８

８１５� クレムリンエッグ 牡５栗 ５７ 和田 竜二�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell

Farm ５００± ０１：１３．４１� １４１．１�
３６ � マンテンテイオー 牡５栗 ５７ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 門別 山田 政宏 ４９０＋ ２１：１３．６１	 ７６．１�
１１ � ホウショウアビル 牝４鹿 ５５ 浜中 俊芳賀 吉孝氏 牧浦 充徳 米 Green

Gates Farm ４７２－ ８１：１３．７クビ ４４．７
２４ バイオレントブルー 牝５鹿 ５５

５３ △松山 弘平 �ブルーマネジメント小崎 憲 新冠 タニグチ牧場 ４００＋ ２１：１３．８� ７７．７�
７１４ トップオブボストン 牡５鹿 ５７ C．ルメール 横瀬 寛子氏 飯田 雄三 浦河 桑田フアーム B５５４＋ ２１：１４．０１� ９．７�

（仏）

３５ � デュークワンダー 牡４栗 ５７ 川田 将雅伊東 純一氏 庄野 靖志 静内 静内フジカ
ワ牧場 B４９６－ ４１：１４．１クビ ３８．４�

７１３� メイショウフレアー 牡４青鹿５７ 北村 友一松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 ４６８＋ １１：１４．３１ ３１．６�
６１１ パカパカグランプリ 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三�グランプリ 須貝 尚介 新冠 カミイスタット ４５８＋ ６１：１６．１大差 ２１３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，０４２，６００円 複勝： ４４，０３８，２００円 枠連： ２５，２３８，７００円

普通馬連： ７７，５６５，４００円 馬単： ５４，２４３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，１８８，４００円

３連複： １０８，７８２，６００円 ３連単： １７０，３８４，６００円 計： ５３６，４８３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ４６０円 � １５０円 � ２３０円 枠 連（４－８） ７６０円

普通馬連 �� ３，２１０円 馬 単 �� ７，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１３０円 �� ２，２５０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ８，８２０円 ３ 連 単 ��� ６０，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２４０４２６ 的中 � １２０３８（７番人気）
複勝票数 計 ４４０３８２ 的中 � １９００１（７番人気）� １０８４６５（１番人気）� ４７３４４（４番人気）
枠連票数 計 ２５２３８７ 的中 （４－８） ２４７５１（２番人気）
普通馬連票数 計 ７７５６５４ 的中 �� １７８４１（１１番人気）
馬単票数 計 ５４２４３１ 的中 �� ５１１７（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２１８８４ 的中 �� ６９１６（９番人気）�� ３３４４（２６番人気）�� １６０９０（３番人気）
３連複票数 計１０８７８２６ 的中 ��� ９１１１（２９番人気）
３連単票数 計１７０３８４６ 的中 ��� ２０８６（１７３番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．５―１２．０―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．５―３５．０―４７．０―５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．７
３ ８（４，５，１２）２，１４（１３，１６）（３，７）（１０，１５）（１，９）６－１１ ４ ８（５，１２）４（２，１４）（３，１３，１６）１０（７，１５）９，１，６－１１

勝馬の
紹 介

�ネオフリーダム �
�
父 リンドシェーバー �

�
母父 パークリージエント

２００５．４．８生 牡５鹿 母 ベストケーキ 母母 サクラギンガ ６戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
初出走 JRA ［他本会外：２戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 パカパカグランプリ号は，平成２２年３月２０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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 ウォータールフラン号・エースデヨバン号・キクノフレヴァン号・クイックメール号・テイエムフラメンコ号・

マイネルフリーデン号・メイショウオーラ号
※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。


