
０１０１８ １月５日 晴 良 （２１京都１）第２日 第６競走 １，９００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時００分（番組第７競走を順序変更） （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５６．６
１：５６．６

重

重

８１３ アドマイヤダンク 牡５栗 ５７ 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５１６＋ ６１：５９．９ ３．３�

４５ ジョーモルデュー 牡５鹿 ５７ 池添 謙一上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４５４＋ ２２：００．１１� ５．６�
２２ シャインモーメント 牡４栗 ５６ 安藤 勝己�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４８６＋ ４２：００．４１� １．９�
５７ ク ロ ニ ク ル 牡５栗 ５７ 川田 将雅 �ノースヒルズマネ

ジメント 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント B４５８－ ２２：００．６１� ５７．６�
６９ マイネソシオ 牝４青鹿５４ 小牧 太 �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 ４２８＋ ４ 〃 クビ ７５．１�
４４ マイネルトリオンフ 牡４栗 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 様似 ホウセイ牧場 ５３２＋ ２２：００．７クビ ２１．６	
７１０ テイエムヒリュウ 牡５栗 ５７

５４ ▲荻野 琢真竹園 正繼氏 五十嵐忠男 静内 武岡牧場 B５４８＋１０２：００．９１� ２９．３

６８ エバーアップワード 牡４鹿 ５６

５５ ☆藤岡 康太橋場 勇二氏 宮 徹 静内 岡田牧場 ４８８＋ ６ 〃 クビ ４５．７�
５６ マイニングゴールド 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４７８＋ ８２：０１．２１� １２．７�
８１２ ト レ ド 牡５芦 ５７

５６ ☆浜中 俊山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６４＋ ６２：０１．８３� １７２．５
１１ デ ジ ャ ヴ 牡４鹿 ５６ 赤木高太郎増山 武志氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 ４８４＋ ２２：０２．３３ １５７．７�
３３ タマモモダンタイム 牡５栗 ５７ 藤田 伸二タマモ� 小原伊佐美 門別 中川牧場 ４６４＋ ２２：０７．１大差 １０６．２�

（１２頭）
７１１ ゴールドスミス 牡５鹿 ５７ 武 豊 �ゴールドレーシング 小崎 憲 三石 飯岡牧場 ５０２± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： １７，００８，７００円 複勝： ２４，９１２，４００円 枠連： ２０，３４４，２００円

普通馬連： ４５，０４８，８００円 馬単： ３５，９７３，７００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１５２，３００円

３連複： ４５，５９４，１００円 ３連単： ９０，０８５，１００円 計： ２９５，１１９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（４－８） １，０６０円

普通馬連 �� １，１００円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １４０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ４４０円 ３ 連 単 ��� ３，４９０円

票 数

単勝票数 差引計 １７００８７（返還計 １５５３６） 的中 � ４０９４４（２番人気）
複勝票数 差引計 ２４９１２４（返還計 ３２６２４） 的中 � ４６６０１（２番人気）� ３０４０８（３番人気）� １１６６２３（１番人気）
枠連票数 差引計 ２０３４４２（返還計 １４１２） 的中 （４－８） １４１７２（５番人気）
普通馬連票数 差引計 ４５０４８８（返還計１５２５２２） 的中 �� ３０４４２（４番人気）
馬単票数 差引計 ３５９７３７（返還計１１７４２８） 的中 �� １５７２７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １６１５２３（返還計 ４７４１５） 的中 �� １０３６２（４番人気）�� ３６１０７（１番人気）�� １９１４５（２番人気）
３連複票数 差引計 ４５５９４１（返還計２９１８４０） 的中 ��� ７７８０９（１番人気）
３連単票数 差引計 ９００８５１（返還計５８８６８５） 的中 ��� １９０５３（６番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．５―１１．４―１２．９―１３．３―１３．３―１３．１―１２．９―１２．３―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．０―１８．５―２９．９―４２．８―５６．１―１：０９．４―１：２２．５―１：３５．４―１：４７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．４
１
３

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

・（６，８）（１２，１３）－（１，７）５，９，１０，３，２，４・（６，８）（１２，１３）（７，５）（１，９，２）（１０，４）＝３
勝馬の
紹 介

アドマイヤダンク �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．８．２６ 札幌３着

２００４．４．９生 牡５栗 母 ロイヤルカード 母母 アドマイヤラピス ６戦３勝 賞金 ２３，８００，０００円
〔競走除外〕 ゴールドスミス号は，馬場入場時に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔発走状況〕 タマモモダンタイム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 ゴールドスミス号は，馬場入場時に暴れて放馬し，競走除外となったことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモモダンタイム号は，平成２１年２月５日まで平地競走に出走できない。


