
０４０８７ ２月２４日 小雪 良 （２０京都２）第８日 第５競走 ��１，９００�サラブレッド系３歳
発走１２時１０分 （ダート・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

１：５６．６
１：５６．６

重

重

６１２ ツルマルウンニャ 牡３栗 ５６ 小牧 太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ５５２± ０２：０２．９ １１．０�

７１４ シャインモーメント 牡３栗 ５６ 赤木高太郎林 順子氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４７８－ ２２：０３．０� １２．３�
８１６ アルトップラン 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三�エーティー 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４９２－ ２２：０３．１� ８．３�
３５ テーオーショウキ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦小笹 公也氏 梅田 智之 新冠 守矢牧場 ４３４± ０２：０４．３７ ７１．４�
５９ グローリーシーズ 牡３栗 ５６ 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ２ 〃 ハナ ３．２�
７１３ マイネソシオ 牝３青鹿５４ 長谷川浩大 �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± ０２：０４．４� ３３．１	
１２ アドベンティスト 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５８－ ６２：０５．６７ ６．３

４７ ローレルスプレーモ 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �ローレルレーシング 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４７２± ０２：０５．７クビ ５３．６�
３６ ヤマニンルフレ 牝３青鹿５４ 石橋 守土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４４６＋１２２：０６．３３� ８４．５�
６１１ グレートベッセル 牡３栗 ５６

５３ ▲浜中 俊関 駿也氏 領家 政蔵 新冠 八木 常郎 ４７４－ ２２：０６．５１� ４２．６
８１５ チョウスター 牡３青 ５６ 田中 学丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 三石 米田牧場 ４６２－ ４２：０６．７１ ２９１．９�

（兵庫）

２３ ダンツホウテイ 牡３黒鹿５６ 上村 洋行山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４７２＋１２ 〃 アタマ ４．３�
２４ ブラストダッシュ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４７４－ ６２：０７．２３ １７．２�
４８ ドナフュージョン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲船曳 文士山田 貢一氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 ４４０＋ ４２：０７．６２� ２１３．８�
１１ サフランチカラ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎海原 聖一氏 浜田 光正 平取 高橋 啓 ４７２＋ ６２：０７．７� １３０．０�
５１０ ダイワスピリット 牝３栗 ５４ 鮫島 良太大城 敬三氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ４３６± ０２：１２．６大差 １０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９６０，２００円 複勝： ２３，２０４，３００円 枠連： ２２，７５５，８００円

普通馬連： ６８，３７３，８００円 馬単： ６５，０２０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６１０，２００円

３連複： １０８，０３２，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３２８，９５８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ３１０円 � ３６０円 � ２５０円 枠 連（６－７） ３，６２０円

普通馬連 �� ７，０００円 馬 単 �� １６，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１６０円 �� １，４２０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� １７，７４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９９６０２ 的中 � １４３８８（６番人気）
複勝票数 計 ２３２０４３ 的中 � １９７２４（５番人気）� １６０３２（６番人気）� ２６１２９（４番人気）
枠連票数 計 ２２７５５８ 的中 （６－７） ４６４８（１６番人気）
普通馬連票数 計 ６８３７３８ 的中 �� ７２１６（２８番人気）
馬単票数 計 ６５０２０８ 的中 �� ２９５３（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６１０２ 的中 �� ２４３１（３０番人気）�� ３７８０（２１番人気）�� ３８７７（２０番人気）
３連複票数 計１０８０３２９ 的中 ��� ４４９５（６０番人気）

ハロンタイム ７．４―１１．０―１１．６―１２．９―１３．７―１３．７―１３．５―１３．０―１３．１―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．４―１８．４―３０．０―４２．９―５６．６―１：１０．３―１：２３．８―１：３６．８―１：４９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．１
１
３

・（２，４，９）（３，１２）１０（１４，１６）－（６，１１，１３）８，５－７，１５＝１・（２，９，１２）（３，１６，１３）（１４，６）（８，１１）５－（１０，７）４，１５－１
２
４
２，９（３，４，１２）（１０，１６）１４－１１（６，１３）８－５－７，１５＝１・（９，１２）（２，１６）１４（３，１３）（５，６）１１（７，８）－（４，１５）－１，１０

勝馬の
紹 介

ツルマルウンニャ �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００８．２．１０ 小倉５着

２００５．５．１４生 牡３栗 母 ツルマルグラマー 母母 エ ラ テ ィ ス ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔制裁〕 ツルマルウンニャ号の騎手小牧太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。
〔その他〕 ダイワスピリット号は，積雪による馬場変更のため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※一般事項Ⅶ－３により距離２，０００�（芝・右）を１，９００�（ダート・右）に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 スナークキャプテン号・スリーマーチャン号
（非抽選馬） １頭 ニシノハドウホウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。


