
２９０６３１０月２０日 晴 重 （１９京都４）第６日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時１０分 （芝・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

２：００．７
１：５９．９

良

良

５５ � トールポピー 牝２鹿 ５４ 池添 謙一 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４７４－１６２：０２．２ ２．２�

６６ � シャイニングデイ 牡２黒鹿 ５５
５２ ▲浜中 俊安原 浩司氏 安田伊佐夫 浦河 上田 五十詞 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ２２．９�

４４ � マイネソシオ 牝２青鹿５４ 藤岡 佑介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岡田 稲男 新冠 コスモヴューファーム ４２２－ ２２：０２．４１� ９．８�

１１ � ドリームキューブ 牡２鹿 ５５
５２ ▲藤岡 康太セゾンレースホース� 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－ ８２：０２．６１� ２３．２�

８１１ サントシャペル 牝２芦 ５４ 岩田 康誠 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４５０－ ４２：０２．９１� ７．８�
３３ � ビギンマニューバー 牡２黒鹿５５ 四位 洋文前田 晋二氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８＋ ４２：０３．１１� ２．３	
６７ コアレスマーシャル 牡２青鹿５５ 幸 英明小林 昌志氏 北出 成人 平取 赤石牧場 ４５２＋ ８２：０３．５２	 ５４．９

７８ 
 エドワードバローズ 牡２青鹿５５ 鮫島 良太猪熊 広次氏 中竹 和也 英 Carmel Stud ４３０＋ ２２：０４．３５ ８１．３�
７９ マイネルスカイハイ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 村上 雅規 ４８４－ ２２：０４．７２	 １２３．９�
２２ � ホワイトショウフク 牡２芦 ５５ 川田 将雅山本 廣氏 服部 利之 静内 静内白井牧場 ４５２± ０ 〃 クビ ２３６．７
８１０� ウイニングコウイチ 牡２栗 ５５ 橋本 美純杉元 四男氏 柴田 光陽 静内 漆原 武男 ４５０± ０２：０４．８クビ １４８．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，８６８，０００円 複勝： １８，９１６，５００円 枠連： １５，１９１，４００円

普通馬連： ５８，１８６，５００円 馬単： ７１，５７６，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５８６，９００円

３連複： ９３，５５４，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２９２，８８０，３００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � ３３０円 � ２４０円 枠 連（５－６） １，４２０円

普通馬連 �� １，６８０円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ４００円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ３，３８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７８６８０ 的中 � ６４４７９（１番人気）
複勝票数 計 １８９１６５ 的中 � ５０７９０（２番人気）� １１８６８（５番人気）� １８８１６（４番人気）
枠連票数 計 １５１９１４ 的中 （５－６） ７９４３（６番人気）
普通馬連票数 計 ５８１８６５ 的中 �� ２５６７１（７番人気）
馬単票数 計 ７１５７６５ 的中 �� ２４５９０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５８６９ 的中 �� ７３９１（８番人気）�� １１７０８（５番人気）�� ３１３１（１４番人気）
３連複票数 計 ９３５５４５ 的中 ��� ２０４７９（１４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１２．７―１２．８―１２．８―１２．５―１２．３―１１．９―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．２―３５．９―４８．７―１：０１．５―１：１４．０―１：２６．３―１：３８．２―１：５０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．９
１
３
７（１１，９）１０（１，５）（２，４）６，８，３・（７，１１）（１，５，９，１０）４（６，８）（２，３）

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

勝馬の
紹 介

�トールポピー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．７．８ 阪神２着

２００５．１．３０生 牝２鹿 母 アドマイヤサンデー 母母 ムーンインディゴ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 シャイニングデイ号の騎手浜中俊は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。


