
３２０９２１１月２９日 曇 良 （２１京都５）第８日 第８競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４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

２：１０．２
２：１０．１

稍重

良

２３ ピサノロンシャン 牡４鹿 ５７ 池添 謙一市川 義美氏 安達 昭夫 静内 田中 裕之 ４８２± ０２：１３．８ １３．９�

７１４ サンライズスカイ 牡３黒鹿５５ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 浜本牧場 B４６４＋ ２２：１４．０１� ８８．８�
５１０ リーサムプライド 牡３芦 ５５ A．スボリッチ 平田 修氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７４－ ４ 〃 クビ １０．１�

（独）

８１６ ポーラシークエンス 牝３栗 ５３ 秋山真一郎 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４６６± ０２：１４．１� ８．５�
７１３ ヨドノヒーロー 牡４黒鹿５７ 安部 幸夫海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４６０－ ６２：１４．２� ６８．６�

（愛知）

１１ パーソナルブレーン 牝３黒鹿 ５３
５０ ▲国分 恭介深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４２８± ０２：１４．３� ４７．８�

１２ メイショウケンロク 牡３鹿 ５５ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ５１０± ０ 〃 アタマ ２１．５	
４８ スティアヘッド 牡３鹿 ５５ 藤岡 佑介�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４５０－ ２２：１４．５１ ９．７

３６ ジャングルケイ 牡３鹿 ５５ 上村 洋行国田 正忠氏 橋口弘次郎 早来（有）ノーザンレーシング ４６０－ ４ 〃 アタマ １９．５�
５９ � スプリングバレル 牡４黒鹿５７ 小牧 太加藤 春夫氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ５０６＋２２２：１４．７１ ２２．５�
２４ レジェンドブルー 牝３鹿 ５３

５２ ☆藤岡 康太平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４４０＋ ６２：１４．８� ２．７
４７ イ フ リ ー タ 牝３鹿 ５３ 佐藤 哲三田原 邦男氏 小島 茂之 むかわ 樫村牧場 ４９６＋１４２：１４．９� １４．７�
３５ マイネルローゼン 牡４栗 ５７ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５１４± ０２：１５．２１� ４．５�
７１５ ナムラアウラ 牝３黒鹿５３ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 明 ４７４＋ ６２：１６．０５ ３８４．６�
６１１� レオタツオー 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人田中 博之氏 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４７２± ０２：１６．４２� ３４９．２�
８１７ マイネソシオ 牝４青鹿５５ 芹沢 純一 �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 ４４２＋ ２２：１６．８２� １５３．２�
８１８ トーセンマルゴー 牡３鹿 ５５ 熊沢 重文島川 �哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２２＋ ２２：１７．４３� １６３．８�
６１２ ヴィーヴァシャトル 牡３栗 ５５

５３ △松山 弘平芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 ４６８± ０２：１９．７大差 ３６８．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，９６２，２００円 複勝： ４０，３５７，１００円 枠連： ２８，３０６，２００円

普通馬連： ９３，５４７，０００円 馬単： ６１，０９４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，１３３，１００円

３連複： １２１，６１５，８００円 ３連単： １９６，４２６，０００円 計： ６０４，４４２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ４８０円 � ２，４４０円 � ３５０円 枠 連（２－７） ３，６１０円

普通馬連 �� ６４，４１０円 馬 単 �� １０６，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４，７２０円 �� ２，７００円 �� １３，９５０円

３ 連 複 ��� ３０５，２９０円 ３ 連 単 ��� ２，４１６，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２７９６２２ 的中 � １５８５９（６番人気）
複勝票数 計 ４０３５７１ 的中 � ２２５０９（６番人気）� ３８７０（１３番人気）� ３３５９９（４番人気）
枠連票数 計 ２８３０６２ 的中 （２－７） ５８００（１６番人気）
普通馬連票数 計 ９３５４７０ 的中 �� １０７２（７８番人気）
馬単票数 計 ６１０９４７ 的中 �� ４２４（１４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５１３３１ 的中 �� ５８３（７５番人気）�� ３２５４（３０番人気）�� ６１５（７４番人気）
３連複票数 計１２１６１５８ 的中 ��� ２９４（３３４番人気）
３連単票数 計１９６４２６０ 的中 ��� ６０（２０７６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．０―１２．６―１２．４―１２．７―１２．１―１１．９―１１．９―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．８―３５．８―４８．４―１：００．８―１：１３．５―１：２５．６―１：３７．５―１：４９．４―２：０１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．３
１
３

９（４，１８）（１，１２）（３，５，１５）（１６，１７）（１０，６）７－（２，１３）１４（８，１１）
９－（３，４，１５）（１８，１２）（１０，５，１６）（１，１７）６，７（１４，２）（８，１３）－１１

２
４
９，１８，４（１，１２）１５（３，５，１７）１６（１０，６）７，２，１３－１４（８，１１）
９，４（３，１５）（１０，１６，１４）（５，６）（２，１７）１３（１，８）（１８，１２，７）１１

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピサノロンシャン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ソヴィエトスター デビュー ２００８．１．１２ 京都１２着

２００５．４．８生 牡４鹿 母 シャドウポエム 母母 ハイボルテージ １８戦２勝 賞金 ２６，３３０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィーヴァシャトル号は，平成２１年１２月２９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 クオン号・ケイエスラック号・シングアゲン号・タンホイザー号・ニシノフェリーチェ号・ヒビケジンダイコ号・

フルパワー号
（非抽選馬） ５頭 ガンダーラ号・シゲルエボシダケ号・スマートパルス号・ナリタジャングル号・マイネルクロイツ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。


