
３２０９５１１月２６日 小雨 良 （１８京都６）第８日 第１１競走 ��
��２，０００�アンドロメダステークス

発走１５時４０分 （芝・右）

３歳以上，１７．１１．２６以降１８．１１．１９まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
賞 品

本 賞 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．５
１：５６．４

良

良

８１２ アサカディフィート �８黒鹿５７ 小牧 太林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５２８＋ ２２：００．４ ７．０�

７９ � ブラックタイド 牡５黒鹿５５ 藤岡 佑介金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５００＋ ６２：００．６１� ７．５�

１１ オースミグラスワン 牡４栗 ５７ 四位 洋文�オースミ 安藤 正敏 浦河 鮫川 啓一 ５３８＋ ４ 〃 クビ ３．７�
４４ � スズノマーチ 牡６栗 ５６ 塚田 祥雄小紫 芳夫氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４９０± ０２：００．７	 １２．２�
７１０� タイガーカフェ 牡７黒鹿５４ 赤木高太郎西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４２：０１．０１	 ４５．４�
２２ ペールギュント 牡４黒鹿５６ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５１８＋１０ 〃 クビ ３．６	
８１１� ダンツジャッジ 牡７黒鹿５６ 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 門別 野島牧場 ５０２＋ ４ 〃 アタマ １４．１

３３ パッシングマーク 牡３鹿 ５２ 中舘 英二 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６２：０１．１クビ ２３．１�
６８ 
 アマノブレイブリー 牡６黒鹿５４ 秋山真一郎中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 昭和牧場 ４８０－ ４２：０１．３１ ３４．５�
５５ � アペリティフ 牡３鹿 ５４ 幸 英明 �ノースヒルズマネ

ジメント 坪 憲章 千歳 社台ファーム ５００＋ ２２：０１．４� ６．２
５６ マイネソーサリス 牝５栗 ５３ 安部 幸夫 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 静内 コスモビューファーム ４６６＋ ４ 〃 クビ ５６．７�
（愛知）

６７ エリモマキシム �７鹿 ５５ M．モンテリーゾ 山本 菊一氏 坂口 正則 えりも えりも農場 ４７２± ０２：０１．６１ ８８．９�
（伊）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ５８，２４３，４００円 複勝： ７２，６０１，０００円 枠連： ９１，１８６，０００円

普通馬連： ４３６，９６０，４００円 馬単： ２９３，３１２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ８３，３６０，３００円

３連複： ３７０，６９３，５００円 ３連単： ９７１，６８６，０００円 計： ２，３７８，０４３，１００円

払 戻 金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２００円 � ２７０円 � １７０円 枠 連（７－８） １，８１０円

普通馬連 �� ３，４２０円 馬 単 �� ７，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� ４６０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ３，４２０円 ３ 連 単 ��� ２７，２５０円

票 数

単勝票数 計 ５８２４３４ 的中 � ６５８１９（４番人気）
複勝票数 計 ７２６０１０ 的中 � ９６８４２（３番人気）� ６３２４１（５番人気）� １２９９６３（２番人気）
枠連票数 計 ９１１８６０ 的中 （７－８） ３７２９４（９番人気）
普通馬連票数 計４３６９６０４ 的中 �� ９４３４０（１７番人気）
馬単票数 計２９３３１２５ 的中 �� ２９３１１（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８３３６０３ 的中 �� １９４９９（１６番人気）�� ４７２７３（３番人気）�� ３２３７５（６番人気）
３連複票数 計３７０６９３５ 的中 ��� ８０１２２（１３番人気）
３連単票数 計９７１６８６０ 的中 ��� ２６３２０（９７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．９―１２．７―１２．１―１１．７―１１．７―１１．７―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．２―３７．１―４９．８―１：０１．９―１：１３．６―１：２５．３―１：３７．０―１：４８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．８―３F３５．１
１
３

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

勝馬の
紹 介

アサカディフィート �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 Alydar デビュー ２００１．６．９ 中京１着

１９９８．３．２６生 �８黒鹿 母 スプリームクィーン 母母 Knightly Belle ５５戦８勝 賞金 ３３０，８５３，０００円
［他本会外：２戦０勝］

※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。


