
２９０７７１０月３１日 晴 良 （２１京都４）第７日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２３．６
１：２３．１

重

重

８１５ エターナルロブロイ 牡２鹿 ５５ 武 豊大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ５０４ ―１：２５．１ ３．４�

２２ ナリタシルエット 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４５０ ―１：２６．０５ ９．４�
３５ ニホンピロワルター 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 ４６４ ―１：２７．１７ １５．９�
２３ マイネスペラーレ 牝２栗 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４５８ ―１：２７．２� ５４．８�
４７ リバーハイランド 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎後藤 繁樹氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４７８ ―１：２７．３クビ ５．１�
５９ サイドエッジ 牡２芦 ５５ 幸 英明 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４６２ ―１：２７．８３ ３２．９	
３４ ナムラナイト 牡２芦 ５５ 太宰 啓介奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 漆原 哲雄 ４９８ ―１：２８．０１� ２８．４

８１４ メジロレーガン 牡２鹿 ５５ 川島 信二�メジロ牧場 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 ４８８ ―１：２９．３８ ２．５�
６１０ オリオンザドーター 牝２栗 ５４

５１ ▲松山 弘平平本 敏夫氏 加藤 敬二 新冠 川上牧場 ４４４ ― 〃 クビ ６７．３�
６１１ シゲルユキムラ 牡２栗 ５５ 小牧 太森中 蕃氏 服部 利之 むかわ 上水牧場 ５０６ ―１：２９．６１� ３７．６
４６ シルクケーニッヒ 牡２鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介有限会社シルク本田 優 日高 北陽ファーム ５０８ ―１：３０．３４ １７２．６�
７１２ カワキタドン �２鹿 ５５ 福永 祐一川島 吉男氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ４０６ ― 〃 ハナ １１４．７�
１１ ナムラエンドレス 牡２栗 ５５ 岩田 康誠奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ４７４ ―１：３０．４� １８．６�
７１３ ハイプリンセス 牝２栗 ５４ 高野 容輔服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 ヤマタケ牧場 ４１６ ―１：３１．０３� １９９．３�
５８ メイショウブソン 牡２鹿 ５５ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４２６ ―１：３２．５９ ２６２．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，３３８，１００円 複勝： ２１，３６６，８００円 枠連： １７，７５１，２００円

普通馬連： ３８，０７４，６００円 馬単： ３２，００１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７１２，８００円

３連複： ５２，１５７，１００円 ３連単： ８２，９１３，２００円 計： ２７７，３１５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � ２５０円 � ２９０円 枠 連（２－８） ６４０円

普通馬連 �� １，７４０円 馬 単 �� ２，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ９２０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ６，４７０円 ３ 連 単 ��� ２８，６８０円

票 数

単勝票数 計 １６３３８１ 的中 � ３８２１１（２番人気）
複勝票数 計 ２１３６６８ 的中 � ４５４５０（２番人気）� ２０９１６（４番人気）� １６９９３（５番人気）
枠連票数 計 １７７５１２ 的中 （２－８） ２０５１５（３番人気）
普通馬連票数 計 ３８０７４６ 的中 �� １６１９２（６番人気）
馬単票数 計 ３２００１２ 的中 �� ８１０１（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７１２８ 的中 �� ５８４３（６番人気）�� ４４７４（９番人気）�� ３２７０（１３番人気）
３連複票数 計 ５２１５７１ 的中 ��� ５９５１（２０番人気）
３連単票数 計 ８２９１３２ 的中 ��� ２１３４（７４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．９―１２．２―１２．２―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．５―３５．４―４７．６―５９．８―１：１２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．７―３F３７．５
３ ・（１４，１５）７（４，５）－８（１，３）２－（９，１２）６（１０，１１）－１３ ４ １５，１４（５，７）４（３，２）－（１，８）－９－６（１２，１１）１０－１３

勝馬の
紹 介

エターナルロブロイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Pentelicus 初出走

２００７．４．１３生 牡２鹿 母 エターナルビート 母母 Double Wiggle １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 シゲルユキムラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウブソン号は，平成２１年１１月３０日まで平地競走に出走できない。


