
０４０８１ ２月１９日 晴 重 （２３京都２）第７日 第９競走 ��
��１，６００�こ ぶ し 賞

発走１４時３０分 （芝・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３３．０
１：３１．４

良

良

２２ アルティシムス 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６＋ ２１：３５．１ １７．７�

８１４ カルドブレッサ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２ 〃 クビ ２４．１�
５８ ダ コ ー ル 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４－１２１：３５．２� ３．０�
３５ ビップセレブアイ 牡３青鹿５６ 浜中 俊鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７４－ ６１：３５．３クビ １８．５�
６１０ マイネルロガール 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４８６－ ２１：３５．６１� ３５．０�
７１２ アドマイヤセプター 牝３栗 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ２ 〃 クビ ２．８	
２３ ハーバーコマンド 牡３青 ５６ 小牧 太谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４６０－１０１：３５．７� ２２．９

５９ メイショウナルト 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 ４５４－ ２１：３６．１２� ３．６�
４７ ノヴァグロリア 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４７０＋１０１：３６．６３ ４６．０�
３４ トラストワン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 ４８６＋ ２１：３６．７� ７１．８
８１５ バラードソング 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �グリーンファーム 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２１：３７．０２ １０４．９�
６１１� タ イ フ ー ン 牡３鹿 ５６ 北村 友一水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 カナイシスタッド ４４０＋ ８１：３７．１クビ ５７９．６�
４６ エンジョイタイム 牡３鹿 ５６ 国分 恭介前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０＋１０ 〃 アタマ １７２．３�
１１ タガノルナリロ 牡３栗 ５６ 鮫島 良太八木 秀之氏 松田 国英 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B４４６－ ２１：３７．７３� ２２４．３�
７１３� オンデマンド 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新冠 須崎牧場 ４３６－ ６１：３８．３３� ２６１．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４４，２０２，８００円 複勝： ６３，８４３，１００円 枠連： ３２，５７９，４００円

普通馬連： １２４，９８９，６００円 馬単： ８１，８７９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，３４９，６００円

３連複： １６８，６９４，７００円 ３連単： ３１６，８３６，３００円 計： ８８５，３７４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７７０円 複 勝 � ３５０円 � ４４０円 � １６０円 枠 連（２－８） ４，２７０円

普通馬連 �� １０，１８０円 馬 単 �� ２４，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５１０円 �� ９１０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� １０，０８０円 ３ 連 単 ��� １２４，４５０円

票 数

単勝票数 計 ４４２０２８ 的中 � １９７８８（４番人気）
複勝票数 計 ６３８４３１ 的中 � ４２４９２（４番人気）� ３１７１４（５番人気）� １４６５９３（２番人気）
枠連票数 計 ３２５７９４ 的中 （２－８） ５６４０（１２番人気）
普通馬連票数 計１２４９８９６ 的中 �� ９０６３（２４番人気）
馬単票数 計 ８１８７９３ 的中 �� ２４６４（５１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２３４９６ 的中 �� ４９６３（２３番人気）�� １４４６５（６番人気）�� １２６６９（９番人気）
３連複票数 計１６８６９４７ 的中 ��� １２３５２（２４番人気）
３連単票数 計３１６８３６３ 的中 ��� １８７９（２７３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．６―１２．２―１１．７―１１．９―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．０―４７．２―５８．９―１：１０．８―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．２
３ ・（３，６，１０，１２）１５，５（４，９）（２，８）（１４，１３）７，１－１１ ４ ３（６，１０，１２）（５，１５）２（４，９）８，１４，７，１３－（１，１１）

勝馬の
紹 介

アルティシムス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 End Sweep デビュー ２０１０．１０．１０ 京都１着

２００８．３．２生 牡３鹿 母 アルーリングアクト 母母 チャーミングファピアノ ４戦２勝 賞金 １９，６２９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時３１分に変更。

０４０８２ ２月１９日 晴 重 （２３京都２）第７日 第１０競走 ��
��１，８００�

お お つ

大 津 特 別
発走１５時００分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４７．８
１：４７．８

重

重

７１０ ディアビリーヴ 牡４青鹿５６ 和田 竜二寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 ４９４－ ２１：５２．０ ２７．７�

８１３� キングオブヘイロー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 ４８０－１０１：５２．２１� ３．６�
６９ ヒカリコーズウェー 	６鹿 ５７ 赤木高太郎當山 �則氏 谷 潔 浦河 日の出牧場 ５２０－ ２１：５２．３クビ １１．３�
４５ ス エ ズ 	６鹿 ５７ 佐藤 哲三吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５１８＋ ４１：５２．４
 ６．２�
５６ アイアムイチバン 牡４芦 ５６ 福永 祐一堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B４８４± ０１：５２．６１
 ３４．７�
２２ エアペイシェンス 牡５栗 ５７ 四位 洋文 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３８＋ ２１：５２．８１� ２２．５	
７１１ ドリームマジシャン 牡４青鹿５６ 国分 恭介セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４９２＋ ２ 〃 クビ ６．４

５７ レッドサーパス 牡５鹿 ５７ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２１：５２．９� ３２．７�
６８ コウユーヒーロー 牡４青 ５６ 浜中 俊加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ５１０－ ２１：５３．５３
 ５４．９�
３３ スマイルミッキー 牡５鹿 ５７ 川田 将雅広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４６８＋ ４１：５３．６クビ ４１．２
１１ ホローポイント 牡４芦 ５６ 武 豊 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５２６－ ４１：５３．８１
 ２．６�
８１２ リバイバルシチー 牡７鹿 ５７ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 浦河 アイオイファーム ５１６－ ６１：５４．２２
 ２２２．５�
４４ チャーミーハヅキ 牝４芦 ５４ 小坂 忠士今 朝光氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４６０＋ ６ 〃 アタマ ２３５．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３７，９１５，５００円 複勝： ６３，４３９，３００円 枠連： ２７，１８２，４００円

普通馬連： １３３，２２４，２００円 馬単： ７５，９１１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，８０４，２００円

３連複： １５６，５７７，４００円 ３連単： ２８４，８４６，３００円 計： ８２３，９００，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７７０円 複 勝 � ９３０円 � １９０円 � ３００円 枠 連（７－８） １，０９０円

普通馬連 �� ９，０４０円 馬 単 �� ２１，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９４０円 �� ３，９９０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ２０，３５０円 ３ 連 単 ��� １９７，５８０円

票 数

単勝票数 計 ３７９１５５ 的中 � １０８２０（７番人気）
複勝票数 計 ６３４３９３ 的中 � １４３５５（１０番人気）� １１０８６４（３番人気）� ５４６７３（５番人気）
枠連票数 計 ２７１８２４ 的中 （７－８） １８４２６（４番人気）
普通馬連票数 計１３３２２４２ 的中 �� １０８８６（３０番人気）
馬単票数 計 ７５９１１０ 的中 �� ２５５１（６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４８０４２ 的中 �� ３６８０（３７番人気）�� ２６９０（４３番人気）�� １３８９７（９番人気）
３連複票数 計１５６５７７４ 的中 ��� ５６８０（６６番人気）
３連単票数 計２８４８４６３ 的中 ��� １０６４（４８８番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．９―１３．２―１２．４―１２．３―１２．３―１２．２―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．２―３７．４―４９．８―１：０２．１―１：１４．４―１：２６．６―１：３９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．６
１
３
１３，１０，３，４（１，１２）（６，１１）（５，９）７，８，２・（１３，１）１０，１２（３，６，５）１１，７，９（４，８）２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディアビリーヴ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１１．１４ 東京２着

２００７．５．３０生 牡４青鹿 母 タイムスリップ 母母 クリスシルバー １３戦２勝 賞金 ３３，７８７，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。


