
３２０３９１１月１１日 曇 良 （１９京都５）第４日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時００分 （芝・右）

牝，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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

５６ サントシャペル 牝２芦 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４４４－ ６１：３６．２ １１．３�

１１ ココシュニック 牝２芦 ５４ 武 豊吉田 和子氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９０－ ４１：３６．４１� １．６�
８１１� オースミマコ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二�オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：３６．６１ ８１．５�
２２ � マイネソシオ 牝２青鹿５４ C．ルメール �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 ４１４－ ８１：３６．８１� ４．５�
（仏）

８１２ ウォーターセレネ 牝２栃栗５４ 長谷川浩大山岡 正人氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 ４３６－ ６１：３７．０１ ２１．５�
５５ � メイショウデイジー 牝２鹿 ５４ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４１８－ ６ 〃 クビ １２２．９	
４４ シゲルエスペランサ 牝２鹿 ５４

５１ ▲藤岡 康太森中 蕃氏 沖 芳夫 三石 沖田 繁 ４４０－ ８１：３７．２１� １２１．７

７１０�� アドマイヤサクラ 牝２青 ５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４４８－ ２ 〃 ハナ ７．２�
７９ �� エイシンチーター 牝２黒鹿５４ 四位 洋文平井 豊光氏 坂口 正則 様似 富田 恭司 ４１４± ０ 〃 ハナ ２０．０�
３３ � スタンドフラワー 牝２鹿 ５４ 川田 将雅深見 富朗氏 田所 清広 静内 棚川 光男 ４８０－ ６１：３７．４１� ４７．９
６７ � ダーティーマネー 牝２鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅ジーエフ組合 佐藤 正雄 新冠 渕瀬フアーム ４２８－１２１：３７．５� ２８２．０�
６８ � クリノオーガスト 牝２栗 ５４ 小牧 太栗本 博晴氏 羽月 友彦 門別 木村牧場 ４１８＋ ２１：３７．７１� ２９４．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，００４，７００円 複勝： ２２，０１３，０００円 枠連： １７，７４１，４００円

普通馬連： ７３，６０７，１００円 馬単： ８７，２２３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９９２，３００円

３連複： １０６，４７７，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３５０，０５８，７００円

払 戻 金

単 勝 � １，１３０円 複 勝 � ２６０円 � １２０円 � ８７０円 枠 連（１－５） ８８０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� ３，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ５，２９０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� １３，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２００４７ 的中 � １５４８０（４番人気）
複勝票数 計 ２２０１３０ 的中 � １７９１２（４番人気）� ８１０９８（１番人気）� ４１０２（９番人気）
枠連票数 計 １７７４１４ 的中 （１－５） １４８９２（３番人気）
普通馬連票数 計 ７３６０７１ 的中 �� ５３４５２（３番人気）
馬単票数 計 ８７２２３２ 的中 �� １９０６８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９９２３ 的中 �� １４８４８（３番人気）�� ９００（３８番人気）�� ３７００（１４番人気）
３連複票数 計１０６４７７０ 的中 ��� ５９９２（３５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１１．９―１２．２―１２．４―１２．２―１１．５―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．５―３６．４―４８．６―１：０１．０―１：１３．２―１：２４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３５．２
３ ・（７，１０）（１，１１，９）（６，３，１２）（２，８）（４，５） ４ ・（７，１０，１１）（１，６，９）（２，３，１２）（４，５，８）

勝馬の
紹 介

サントシャペル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．８．１２ 札幌１０着

２００５．５．７生 牝２芦 母 レリックレーヌ 母母 カフェドフランス ５戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※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。


