
０２０７２ ２月７日 晴 良 （２２中京１）第６日 第１２競走 ��
��１，８００�

あんじょう

安 城 特 別
発走１６時００分 （芝・左）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，２００，０００円 ４，１００，０００円 ２，６００，０００円 １，５００，０００円 １，０２０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．５
１：４４．１

良

良

５６ グローリーシーズ �５栗 ５７ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０２－ ８１：４８．３ ４．７�

４５ ブラストダッシュ 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ ３．９�
３３ ダノンイチロー �４鹿 ５６ 松田 大作�ダノックス 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ４７６－１８１：４８．４� ８．３�
８１３ タキオンクール 牡４栗 ５６ 丸田 恭介野村 春行氏 領家 政蔵 新冠 ハクツ牧場 ４８８＋ ２１：４８．５クビ １４．７�
８１２ ファビラスボーイ 牡５芦 ５７ 中舘 英二中村 昭博氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５３２＋２２１：４８．７１	 ６．０�
７１１
 スズカジェット 牡６黒鹿５７ 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 B５００＋ ２ 〃 クビ １８．８�
２２ ハマノエルマー 牡４鹿 ５６ 安藤 光彰浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ５２０－ ２１：４９．０１� １０．８	
６８ キングウェールズ 牡４鹿 ５６ 東川 公則杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム ４４８＋ ６１：４９．１� ３０．１

（笠松）

４４ 
 プライドマウンテン 牡４鹿 ５６ 田中 博康 �サンデーレーシング 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４７０－ ２１：４９．２クビ １２．５�
６９ チュウワプリンス 牡４黒鹿５６ 吉田 稔中西 忍氏 大久保龍志 静内（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４－ ４１：４９．４１� ６．８
（愛知）

５７ マイネソシオ 牝５青鹿５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４３８－ ４１：４９．７１� １１９．２�

７１０ ディープキッス 牝５鹿 ５５ 国分 恭介岸田 勝宏氏 田所 秀孝 新冠 ハクツ牧場 ４４０－ ８１：５０．２３ ７１．８�
１１ 
 スズノライコウ 牡６栗 ５７ 大野 拓弥小紫 芳夫氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ５０６＋１４ 〃 ハナ １６３．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２７，９１０，７００円 複勝： ３６，７４５，０００円 枠連： ２１，６７４，１００円

普通馬連： ８５，６２２，９００円 馬単： ５６，０７９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，８３５，６００円

３連複： １１３，１１５，６００円 ３連単： ２４１，９２１，０００円 計： ６１１，９０３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ２９０円 枠 連（４－５） ７４０円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� １，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ８２０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ３，１００円 ３ 連 単 ��� １３，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２７９１０７ 的中 � ４６９１７（２番人気）
複勝票数 計 ３６７４５０ 的中 � ６９０５２（２番人気）� ７５０９１（１番人気）� ２５７４２（７番人気）
枠連票数 計 ２１６７４１ 的中 （４－５） ２１７２０（２番人気）
普通馬連票数 計 ８５６２２９ 的中 �� ７５６４６（１番人気）
馬単票数 計 ５６０７９０ 的中 �� ２１１９７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８８３５６ 的中 �� ２７２８９（１番人気）�� ８０８２（１０番人気）�� ８１００（９番人気）
３連複票数 計１１３１１５６ 的中 ��� ２６９３６（４番人気）
３連単票数 計２４１９２１０ 的中 ��� １３０５４（１７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．１―１２．１―１１．９―１２．２―１２．２―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３６．１―４８．２―１：００．１―１：１２．３―１：２４．５―１：３６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．０
１
３
３，５，４，６，１（２，１２）（７，１１）１３，９（８，１０）
３，５（４，６）（１，１２）２（７，１１）（１３，９）（１０，８）

２
４
３－５－４，６，１（２，１２）－７，１１，１３（８，９）－１０
３，５，６（４，１２）（１，２，１１，１３）（７，１０，９）８

勝馬の
紹 介

グローリーシーズ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１１．４ 京都２着

２００５．２．２６生 �５栗 母 サファイヤコースト 母母 リッジフィールド １１戦３勝 賞金 ３０，７５３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※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。


