
０１０８９ １月２７日 曇 良 （２０京都１）第８日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０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

１：３３．４
１：３１．５

良

良

２４ ブーケフレグランス 牝３栗 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２４＋ ２１：３６．３ １．８�

６１１ ココシュニック 牝３芦 ５４ 武 豊吉田 和子氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム B４９０－ ２１：３６．９３� ５．３�
６１２ アグネスムーン 牝３鹿 ５４ 池添 謙一渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ ３．９�
２３ ナ バ ラ サ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥猪野毛雅人氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４５８ ―１：３７．１１� ２１８．７�
１１ メイショウワカツキ 牝３青 ５４ 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 ５２２＋ ２１：３７．３１� ７．８�
１２ スタンドフラワー 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎深見 富朗氏 田所 清広 静内 棚川 光男 ４８２＋ ２１：３７．６２ ３３０．５�
８１６ キクノフレア 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎菊池 五郎氏 藤岡 範士 浦河 鮫川 啓一 ４７２＋１０１：３７．７クビ １２９．７	
４８ ハローマリリン 牝３栗 ５４ 福永 祐一松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４４４－１０１：３７．８� １２８．２

５１０ バトルミルク 牝３芦 ５４ C．ルメール 宮川 秋信氏 須貝 彦三 門別 モリナガファーム ４１６－ ４１：３８．２２� １５２．２�

（仏）

４７ オースミマコ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅�オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：３８．３クビ ５８．３
７１４ タカプリンセス 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦高木 高彦氏 浜田 光正 浦河 川部 義美 ４２４－ ８１：３８．４� ５５６．２�
５９ レインボーマグナム 牝３黒鹿５４ 幸 英明飯田総一郎氏 梅内 忍 門別 千葉飯田牧場 ４４８－１６ 〃 クビ ３５．６�
３５ ナムラエフォート 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 克典奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ４１６ ―１：３８．５� ３０７．７�
８１５ ミネルヴァアイ 牝３鹿 ５４ 小牧 太太田 美實氏 庄野 靖志 平取 稲原牧場 ４１２± ０１：３８．７１ ２８８．５�
７１３ マイネソシオ 牝３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 ４１８＋ ４１：３８．９１� ３１．１�

（１５頭）
３６ トーセンベルファム 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４４０－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２９，３５８，１００円 複勝： ３７，６１７，２００円 枠連： ２４，８９２，７００円

普通馬連： ６７，５３３，１００円 馬単： ７３，２３２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，９３５，８００円

３連複： １０５，４５１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３６３，０２０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（２－６） ２１０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� ８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� １４０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ４１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２９３５８１（返還計 １７０７９） 的中 � １３２０５７（１番人気）
複勝票数 差引計 ３７６１７２（返還計 ２３３８７） 的中 � １６００９９（１番人気）� ５３６５４（３番人気）� ７５６８２（２番人気）
枠連票数 差引計 ２４８９２７（返還計 ３５９） 的中 （２－６） ９０３１２（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ６７５３３１（返還計１２６９８２） 的中 �� １０５７７４（２番人気）
馬単票数 差引計 ７３２３２８（返還計１４０５０１） 的中 �� ６６２５７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２４９３５８（返還計 ４３０８２） 的中 �� ３６７５２（２番人気）�� ５５１０７（１番人気）�� １８９２８（４番人気）
３連複票数 差引計１０５４５１２（返還計３７０１０４） 的中 ��� １９３８４０（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．７―１２．７―１２．４―１２．０―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３５．４―４８．１―１：００．５―１：１２．５―１：２４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３５．８
３ １，４（３，８，１２）（７，１１）（５，１０，１６）（２，９，１４）－１３－１５ ４ １，４（８，１２）３，１１，７（５，１０，１６）（２，９，１４）－１５，１３

勝馬の
紹 介

ブーケフレグランス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．１２．１ 阪神２着

２００５．５．２０生 牝３栗 母 スカーレットブーケ 母母 スカーレツトインク ４戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
〔競走除外〕 トーセンベルファム号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ミツワフラッグ号・メイショウリビエラ号
※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。


