
３２０５６１１月２０日 晴 良 （２２京都６）第５日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５５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

１：４７．８
１：４７．８

重

重

８１５ キクノアポロ 牡４黒鹿５７ 川田 将雅菊池 五郎氏 野中 賢二 新冠 赤石 久夫 ５０４－ ２１：５１．７ ９．０�

１１ タガノジンガロ 牡３鹿 ５５ 安藤 勝己八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ５１２＋ ８１：５１．８� １．９�

４７ 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 ４７８＋ ２１：５２．３３ ３４．８�
２２ アキノグローブ 牡３鹿 ５５ M．デムーロ穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新冠 斉藤 安行 ４７４＋１２１：５２．５１� ８．９�

（伊）

７１３ グッドカレラ 牡３青 ５５ 岩田 康誠杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５０６＋ ２１：５２．９２	 ５１．４�
５８ 
 サダルメリク 牡３鹿 ５５

５３ △高倉 稜前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne
C Chess ４８０± ０１：５３．０� １２１．０�

６１０ ダノンフィーバー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一�ダノックス 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５１０－ ６ 〃 同着 ５．９	
６１１ 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 ４６６－ ４１：５３．１	 ３４．４

２３ � ワンダーアサールト 牡４黒鹿５７ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 新ひだか 米田牧場 ４９０－ ６１：５３．２クビ ３５１．０�
４６ サンライズコア 牡４鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介松岡 隆雄氏 河内 洋 門別 下河辺牧場 ４６８＋ ６１：５３．３	 ４４．１�
７１２ 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± ０１：５３．６１� ９０．８
８１４ ウインドミネーター 牡３鹿 ５５ 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 B５０４＋ ２１：５３．９１� ５．６�
３４ � メイショウタクミ 牡４黒鹿５７ 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 林 孝輝 ４９２＋ ２１：５４．６４ １７５．７�
３５ � シーシャトー 牡５鹿 ５７ 黒岩 悠藤田 宗平氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４４８＋ ４１：５５．２３	 ３１９．３�
５９ サクラシザーズ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介�さくらコマース梅田 智之 静内 原 武久 B５１０＋ ４１：５５．３クビ ９８．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，６３１，８００円 複勝： ５８，０７８，１００円 枠連： １８，８２２，０００円

普通馬連： ５８，３３３，５００円 馬単： ４４，９２７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，８３４，９００円

３連複： ８５，７９８，６００円 ３連単： １４７，４８１，９００円 計： ４６２，９０８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ２９０円 � １１０円 � ５９０円 枠 連（１－８） ２６０円

普通馬連 �� ９３０円 馬 単 �� ２，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ２，７９０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ７，２００円 ３ 連 単 ��� ３８，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２４６３１８ 的中 � ２１６０５（５番人気）
複勝票数 計 ５８０７８１ 的中 � ３２６４８（５番人気）� ３０００２１（１番人気）� １３２９１（７番人気）
枠連票数 計 １８８２２０ 的中 （１－８） ５４５４１（１番人気）
普通馬連票数 計 ５８３３３５ 的中 �� ４６７７９（４番人気）
馬単票数 計 ４４９２７５ 的中 �� １５２２８（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４８３４９ 的中 �� １４０８０（５番人気）�� ２０５９（２４番人気）�� ５５７３（１１番人気）
３連複票数 計 ８５７９８６ 的中 ��� ８７９５（２０番人気）
３連単票数 計１４７４８１９ 的中 ��� ２８６３（１０４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１３．０―１２．５―１２．６―１２．３―１２．３―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３７．０―４９．５―１：０２．１―１：１４．４―１：２６．７―１：３８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．３
１
３

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

・（８，１３）１５（６，１１，１４）（１，７）（４，１０）－（５，９）（２，１２）－３・（８，１３）１５，１（６，１４，１０）７（１１，２）１２，４（３，９）５
勝馬の
紹 介

キクノアポロ �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 スマコバクリーク デビュー ２００８．１１．２２ 福島１着

２００６．３．１５生 牡４黒鹿 母 マルニカンセイ 母母 スピードキヨフジ ９戦３勝 賞金 ３１，５３６，０００円
〔騎手変更〕 キクノアポロ号の騎手藤田伸二は，病気のため川田将雅に変更。
※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。


