
３２０３８１１月１５日 晴 重 （２１京都５）第４日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５２．６
１：５２．０

良

不良

５９ � バルデッツァ 牡２黒鹿５５ 小牧 太 �ノースヒルズマネ
ジメント 中竹 和也 米 Bill

McDowell ５００± ０１：５３．８ ９．５�

４７ ミッキープリステン 牡２栗 ５５ 岩田 康誠野田みづき氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ５３４＋ ４１：５３．９� １６．０�
５１０ ナンヨースラッガー 牡２芦 ５５ 藤田 伸二中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ４７６＋ ４１：５４．５３� ８．７�
７１３ マージービート 牡２栗 ５５ 酒井 学 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７２－ ２ 〃 クビ ２．１�
６１２ プリティカポレイ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎横瀬 寛子氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４７４＋ ２１：５４．６クビ ４４．７�
４８ ドリームマジシャン 牡２青鹿５５ 角田 晃一セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４８０＋ ２１：５４．８１� ５．３	
６１１ タガノキャプテン 牡２栗 ５５ 福永 祐一八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８６＋３０１：５４．９� ５０．６

７１４ ボストンサプライズ 牡２鹿 ５５ 川島 信二ボストンホース� 新川 恵 浦河 谷川牧場 ４７０＋ ４１：５５．２１	 ２８２．５�
３５ キョウワマグナム 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５１６＋ ４１：５５．３� ６０．２�
１１ ニホンピロワルター 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 ４６０－ ４１：５５．５１� ９．８
２３ ヒシボールドウィン 牡２芦 ５５

５２ ▲国分 恭介阿部雅一郎氏 佐山 優 日高 若林 武雄 ４３８＋ ２ 〃 ハナ １５２．０�
８１６ アズマクロシオ 牡２栗 ５５

５３ △松山 弘平東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４５４＋１４１：５６．０３ ２３．２�
１２ ネオペンドラゴン 牡２鹿 ５５ C．ルメール 小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：５７．８大差 ４４．５�

（仏）

８１５ スノーピーパッド 牡２芦 ５５ 和田 竜二小山 豊氏 阿部 新生 新ひだか 岡田牧場 ４９０－ ８１：５７．９クビ ２３５．７�
２４ シャイニーサンデー 牡２鹿 ５５ 武 豊小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４８２＋ ６１：５８．１１� １６．３�
３６ パ イ ザ 牝２鹿 ５４ 川田 将雅塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新冠 新冠橋本牧場 ４３６－ ２１：５９．２７ ２６１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９５３，５００円 複勝： ２８，６８７，４００円 枠連： １３，２０３，５００円

普通馬連： ４２，３５９，２００円 馬単： ３２，３５２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９３８，０００円

３連複： ５９，６４７，６００円 ３連単： ９２，０８５，７００円 計： ３０３，２２７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ４１０円 � ５１０円 � ３００円 枠 連（４－５） ８７０円

普通馬連 �� ６，０３０円 馬 単 �� １３，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０６０円 �� １，３４０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� １６，９４０円 ３ 連 単 ��� １０８，０５０円

票 数

単勝票数 計 １６９５３５ 的中 � １４１５３（４番人気）
複勝票数 計 ２８６８７４ 的中 � １８１６１（５番人気）� １３９２３（６番人気）� ２７４６５（３番人気）
枠連票数 計 １３２０３５ 的中 （４－５） １１２６７（４番人気）
普通馬連票数 計 ４２３５９２ 的中 �� ５１９０（２２番人気）
馬単票数 計 ３２３５２３ 的中 �� １７４０（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９３８０ 的中 �� ２１２３（２２番人気）�� ３３３４（１３番人気）�� ３１４５（１５番人気）
３連複票数 計 ５９６４７６ 的中 ��� ２５９９（５１番人気）
３連単票数 計 ９２０８５７ 的中 ��� ６２９（２９２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．５―１２．９―１３．４―１３．２―１２．８―１２．９―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．７―３６．６―５０．０―１：０３．２―１：１６．０―１：２８．９―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．８
１
３
９（８，１５）（７，１３，１６）－５，６（４，３）（２，１１）（１，１０，１４）－１２
９，８（７，１３）１５，３，１６（５，１１）（１４，１０）（６，２）（４，１，１２）

２
４
９，８（７，１５）１３，１６－５（６，３）（４，１１）２（１，１０，１４）１２
９（８，１３）７，３（１６，１０）（５，１１）（１４，１２）（１，１５）２－６，４

勝馬の
紹 介

�バルデッツァ �
�
父 Stormin Fever �

�
母父 Pleasant Colony デビュー ２００９．９．２０ 阪神８着

２００７．３．１６生 牡２黒鹿 母 Casanova Junction 母母 Intentional Move ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パイザ号は，平成２１年１２月１５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 サクセスシェーバー号
※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。


