
０１００５ １月５日 曇 良 （２２京都１）第１日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時２５分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５１０ ネオヴァンドーム 牡３鹿 ５６ 池添 謙一小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２１：５０．２ ２．４�

６１１ カネトシパサージュ 牡３黒鹿５６ 川島 信二兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４５６＋ ２１：５０．４１� ９．５�
２３ シンコープリンス 牡３青鹿５６ 幸 英明豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４３８± ０１：５０．５クビ ２３．０�
４７ ハードダダンダン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４５６＋ ４１：５０．７１� ２９．７�
１２ ドリームマジシャン 牡３青鹿５６ 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 ４８２＋ ２１：５１．０２ ３５．８�
３５ サクラルーセント 牡３青 ５６ 岩田 康誠�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４８８－ ２１：５１．２１� ２．８�
７１４ バンダムクラウス 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三山科 統氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ４４６± ０１：５１．６２� １１．５	
８１５ ベ ル エ ー ル 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 アサヒ牧場 ４６０－ ２１：５１．７� １６６．８

８１６ スマートドラゴン 牡３栗 ５６ 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド ４８０－ ２ 〃 クビ １８．４�
２４ � プレザンサプライズ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅榮 義則氏 森 秀行 愛 Senford R.

Robertson ４６０－ ８１：５１．８クビ １４３．２�
１１ メイショウナイル 牡３鹿 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４６０－ ４１：５２．１２ ２９３．５
５９ マイネカラフル 牝３栗 ５４

５２ △松山 弘平 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム ４１４－１２１：５２．７３� ２７３．２�

７１３ デンコウアルセウス 牡３青鹿５６ 秋山真一郎田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 林 孝輝 ４７４＋ ４１：５２．８クビ １４２．１�
６１２ テンシノカフェ 牡３鹿 ５６ 中村 将之杉谷 桝夫氏 田所 秀孝 日高 千葉飯田牧場 ４７２＋ ６１：５３．６５ ３７７．９�
４８ ムーンテンダー 牡３鹿 ５６ 上野 翔岩� 僖澄氏 飯田 雄三 浦河 杵臼牧場 ４８０＋ ８１：５３．８１ ４８６．３�
３６ マルカボルト 牡３黒鹿５６ 上村 洋行河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 ４８８－ ２１：５４．０１� １１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５１１，０００円 複勝： ３０，６６５，２００円 枠連： １６，８８３，８００円

普通馬連： ５５，１３４，０００円 馬単： ４０，９７８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８１４，１００円

３連複： ７６，６２０，６００円 ３連単： １２９，８２６，５００円 計： ３８９，４３３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ４１０円 枠 連（５－６） １，１１０円

普通馬連 �� １，１７０円 馬 単 �� １，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ７７０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� ４，１４０円 ３ 連 単 ��� １３，９４０円

票 数

単勝票数 計 １８５１１０ 的中 � ６２９１９（１番人気）
複勝票数 計 ３０６６５２ 的中 � １２２１５５（１番人気）� ２７７９９（３番人気）� １２１９６（６番人気）
枠連票数 計 １６８８３８ 的中 （５－６） １１２３３（３番人気）
普通馬連票数 計 ５５１３４０ 的中 �� ３４８１７（３番人気）
馬単票数 計 ４０９７８２ 的中 �� １６４９８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８１４１ 的中 �� １３１９０（３番人気）�� ６６２６（８番人気）�� ２９１２（１８番人気）
３連複票数 計 ７６６２０６ 的中 ��� １３６８５（１３番人気）
３連単票数 計１２９８２６５ 的中 ��� ６８７４（３７番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．２―１１．７―１２．５―１３．３―１２．９―１２．６―１１．５―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．３―３６．０―４８．５―１：０１．８―１：１４．７―１：２７．３―１：３８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３５．５
３ ・（１２，１３）１５（４，１０，１６）８（３，６，５）１１（２，７，９）１４，１ ４ ・（１２，１３，１５）（４，１０，１６）（３，８，１１）（２，６，５）（１４，７，９，１）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ネオヴァンドーム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１０．１８ 京都２着

２００７．２．１９生 牡３鹿 母 プリンセスカット 母母 ブリリアントカット ４戦１勝 賞金 １１，８００，０００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。
（非抽選馬） １頭 マコトダイダロス号


