
２９０９０１０月３１日 小雨 良 （２２京都５）第８日 第６競走 ��
��１，９００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時４０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上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

１：５５．４
１：５５．４

重

重

４４ ネオファンタジア 牡３鹿 ５５ 四位 洋文 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５０８＋１６１：５９．５ ５．６�

５５ ハリウッドスター 牡３鹿 ５５ 池添 謙一吉田 照哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５０２± ０１：５９．７１� １．９�
１１ アドマイヤショット 牡４青鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５３６＋１０２：００．０２ ３．７�
３３ ドリームマジシャン 牡３青鹿５５ 幸 英明セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４７６＋ ２２：００．１クビ １２１．９�
５６ スペシャルロード 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦�伊達牧場 西園 正都 新ひだか 静内酒井牧場 ４７０± ０２：００．６３ ７．９�
７１０ メイショウスクラム 牡４鹿 ５７ 浜中 俊松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 ４７６－ ２２：００．７� ４８．２	
８１１ メイショウユウシャ 牡５栗 ５７

５４ ▲高倉 稜松本 好雄氏 河内 洋 浦河 中脇 満 ４９８＋ ４２：００．９１� ３３．９

６８ ツカサゲンキ 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 日優牧場 ４８４＋ ６２：０１．０クビ １３４．７�
２２ マイネルトレース 牡３栗 ５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新ひだか 澤田 嘉隆 ４７０＋１２２：０１．３１	 ４０．８�
８１２ ボーカリスト 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４５０－ ６２：０１．７２� ５８．０
６７ エイユーブラッサム 牡３鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介笹部 和子氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４４６± ０２：０２．０１	 ２３７．０�

７９ オースミマリオン 牡３栗 ５５ 武 幸四郎�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４６０± ０２：０３．０６ ４０．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，３３２，３００円 複勝： ４２，６３２，６００円 枠連： １４，２８３，３００円

普通馬連： ４５，７６７，７００円 馬単： ３８，７０１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３２９，０００円

３連複： ６２，７３９，７００円 ３連単： １１８，４７３，７００円 計： ３６５，２６０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（４－５） ４６０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ４３０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ６４０円 ３ 連 単 ��� ４，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２３３３２３ 的中 � ３３１９１（３番人気）
複勝票数 計 ４２６３２６ 的中 � ３８９９０（４番人気）� ２３６１１４（１番人気）� ４６６４０（３番人気）
枠連票数 計 １４２８３３ 的中 （４－５） ２３２２９（２番人気）
普通馬連票数 計 ４５７６７７ 的中 �� ６４５３４（２番人気）
馬単票数 計 ３８７０１８ 的中 �� ２２１６９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３２９０ 的中 �� ２２６９９（３番人気）�� ９５９６（４番人気）�� ２４６０３（２番人気）
３連複票数 計 ６２７３９７ 的中 ��� ７２７３５（１番人気）
３連単票数 計１１８４７３７ 的中 ��� １８１９７（１０番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．４―１１．６―１３．０―１３．０―１２．８―１２．４―１２．８―１２．８―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．２―１８．６―３０．２―４３．２―５６．２―１：０９．０―１：２１．４―１：３４．２―１：４７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３８．１
１
３
９（５，１１）４，６，１２（１，８，１０）３，７－２・（９，５，１１）２（４，１）（６，１２）１０，３，８，７

２
４
９（５，１１）４，６（１，１２）－（８，１０）３，７，２・（９，５，１１）（４，２）（３，１０）１，６，１２，８，７

勝馬の
紹 介

ネオファンタジア �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．３．２７ 阪神１着

２００７．４．１０生 牡３鹿 母 ドゥーワップ 母母 ハウヤドウーン ４戦２勝 賞金 １４，６００，０００円
〔制裁〕 スペシャルロード号の騎手川須栄彦は，４コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（２番への進路影響）


